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＜ビジター・ゲスト＞

連携（黒須ばやし）、そして PTA と連携（安心

2570地区第３グループ ガバナー補佐

と安全）、学校教育目標の具現化セッションを

吉田

譲二 様

行う、としています。後に各中学校区に分かれ

先日のＩＭはお陰で皆様、笑

て意見交換をしました。

顔で帰られ心より感謝申し上げ

2 月 20 日(土)間市交通安全市民大会に出席

ます。運営した彼らに、もしど

＜交通安全標語＞

こかで会いましたら褒めてやっ

わたるとき ゆずってくれても 右左 (歩行者向け）

てください。本当にありがとうございました。

光るのは 早めのライト 良いマナー（自転車向け）

2570地区ロータリー財団奨学候補生

思いやりの 心も乗せて 走ろうね（運転者向け）

佐々木 美穂 様

「未来を奪う 交通事故」（交通安全作文の部）

≪今月のお祝い≫
会員誕生日

後藤賢治君

2 月 21 日(日)入間市少年野球連盟創立 50 周
年記念行事に参加しました。記念講演として、

粕谷康彦君(喜寿)

豊田義継君

「野球選手の投能力向上と上肢投球障害予防」

水村安代様 山 岸 弥 生 様

講師伊藤博一（帝京大学、平成大学講師）さん

夫人誕生日 齋藤慶子様

の講演がありました。田中市長さん、西沢教育

大野喜久代様

長さん、少年野球に携わる多くのボランティ

木下明美様

アの方々、野球少年たちが出席され私もお祝
いの挨拶をし感謝状を贈呈されました。

■ロータリー・リーダシップ・研修会 終了証書
(パート３)
粕谷康彦会長

2 月 22 日(月)新狭山ＲＣで行われました。
「石川製紙と石川家の人々」講師染井佳夫様

★☆★会長の時間

粕谷康彦会長

①石川幾太郎と石川組製紙創業から事業拡大

２月 18 日(木)平成 27 年度第２回地域交流

②石川和助や他の兄弟姉妹

研修会が産業文化センターでおこなわれまし

キリスト教に立つ経営の確立と各家の人々

た。金子小学校、黒須小学校、各校長先生が学

２月 27 日(土)第 2570 地区第３グループ IM

校の取り組みについての発表がありました。

が入間南ロータリークラブのホストクラブに

金子小学校では発達障碍の可能性のある児童

て開催され、高柳ガバナー、坂本直前ガバナー

に対する早期支援、授業改善に 40 台の端末機

出席の元、吉田譲二第３グループガバナー補

を用意、共生社会の形成、学校教育力、地域の

佐の点鐘で始まり、立派に実行されました。講

教育学、世代を超えた教育、等の発表がありま

演会では狭山警察署長の藤井孝雄様の「東日

した。黒須小学校では、地域とともに伸びる学

本大震災における災害派遣」のお話がありま

校を目指しています。黒須小と黒須中は 1･5KM

した。石巻での体験談では東北の優しさ、律義

の距離にあり、小中一貫教育の推進、やる気と

さがひしひしと伝わってきました。又埼玉県

自信を育てる教育、5 分前行動、地域と連携し

警察音楽隊によるポリスコンサートもあり、

て合同挨拶をする。一人一人が生き生きと活

とても素晴らしかったと思います。第 45 回中

動して伸びる学校を目指し、地域と多目的に

学横綱神山龍一君の土俵入りも行われました。
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■■■

＜入会式＞

■■■

ようこそ入間ＲＣへ！

《留学で何を学び、帰国後 どう生かすか》
2570 地区ロータリー財団奨学候補生
佐々木 美穂 様
2016-2017年度派
遣ロータリー財団
地区補助金奨学候

ビジネスサービス 法律事務所 吉岡 信人 様

補生で、スポンサー

このような名誉ある会

クラブは朝霞ＲＣ

に入会させていただき、

です。

本当に身に余る光栄です。

仕事はジャズピアニス

若輩者でご迷惑をおかけ

トをしております。ジャ

することと思いますが、

ズを知らない方も多いと

ご指導ご鞭撻宜しくお願

思いますが、ジャズはク

い申し上げます。
推薦者・齋藤栄作会員
吉岡さんのお名前は信人と書いて「まこと」

ラシックとブルースが合
わさったものですので、
今日はピアニカの実演で

さんと読みます。お名前通り方です。これから

クラシック、ブルース、ジ

皆さんとロータリーの友情を深めて下さい。

ャズの違いを感じて下さい。

宜しくお願いします。

留学先はニューヨークを希望しておりまし
て、このまま順調にいけば 8 月から一年間の

★幹事報告

留学となります。先月 3 年ぶりにＮＹにある

忽滑谷明幹事

第９回定例理事会

大学のオーディションを受けに行き、空港か

〈協議事項〉

らの地下鉄で客同士の口論で電車が止まるハ

1.5 月のプログラム 関谷委員長発表後承認

プニングに怖い思いをしました。10 日間の滞

2.地区国際支援金協力 宮崎委員長説明後承認

在では日本人が少なく、アジア人としか見て

3.第５回入間環境フェア協賛金の協力依頼に

くれませんでしたが、音楽 アート エンター

ついて会長より説明後承認（\10,000）

テイメントの表現力とエネルギーの強さを感

4.入間市倫理法人会倫理経営講演会後援のお

じてきました。又、滞在中にジャムセッション

願いについて忽滑谷幹事より説明後承認

(ニューヨークはタダで参加できる)に参加し

5.3/27 地区大会において参加者人数によって

て誰とでもすぐ繋がれる事実感を味わってき

バスを手配する事を承認

ました。バーカウンターにいた知らない人に

〈報告事項〉

書いてもらった絵が良い記念になりました。

1. 3/5(土)ＲＬＩセミナーＤＬ養成コースは

帰国後、日本人として留学の経験をいかし

関谷会員が出席予定

て、文化の橋渡しや、ＮＹで得た大きなエネル

2.3/12(土)第２回Ｒ財団部門セミナーは西山

ギーを日本でも表現していき、日本人ジャズ

エレクト、細淵会員が出席予定

ミュージシャンとしてのアイデンティティを

3.3/13(日)PETS は西山エレクトが出席予定

表現できればと思っています。国際人として

4.3/13(日)入間市少年野球連盟総会は粕谷会

人間力を磨き、ロータリーの例会、オリエンテ

長が出席予定

ーションで一回り二回りも大きくなってお会

5.3/25(金)第３回入間市社会福祉協議会評議

い出来ればと思います。最後に、このような素

委員会は粕谷会長が出席予定

晴らしい奨学金の制度と選んでいただいた皆

6.3/30(水)入間基地観桜会 粕谷会長出席予定

様に感謝して結びの言葉といたします。あり
がとうございました。
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★委員長報告

○2/28（日）次年度にむけて「2016～2017 年

会報雑誌委員会

吉永章子委員

度地区チーム研修セミナー」が東松山の紫雲

1.ヨコ組み 10Ｐ～11Ｐ

閣で開催されました。RI 会長ジョン・ジャー

国際奉仕に関する記事が２Ｐにわたって掲載

ム氏は[人類に奉仕するロータリー]を掲げら

2.ヨコ組み 12P

れ“私達が目指すのは、単にロータリアンの数

東日本大震災 2011.3.11 あれから５年・・

を増やすことではなく、ロータリーによる善

「ロータリー希望の風奨学金」

き活動をより多く実現させ、将来にロータリ

さきの震災によって両親もしくは片親を失っ

ーのリーダーとなれるロータリアンを増やす

た 1750 人余りの被災遺児に対する教育支援プ

事”を強調されています。第 2570 地区前嶋ガ

ログラム「ロータリー希望の風奨学金」のこと

バナーエレクトはそれに副うて[智慧と元気

が詳しく掲載されています。

を]のテーマで“クラブ例会に出席しよう。会

3.ヨコ組み 22Ｐ～25Ｐ

員同士の交流で楽しい例会しよう。智慧を出

2016～2017

国際ロータリー会長エレクト

し合ってロータリーの目的である奉仕活動を

ジョンＦ．ジャーム氏 Ｋ、Ｒ、RAVINDRAN 氏

実践しよう”と明確に記されています。

からバトンを引き継ぐジョンＦ．ジャーム氏

入間 RC は３人の部門委員長を始め財団補助

が「ロータリーの友」初めて登場しました。

金の金庫番等の地区出向者が多いがそれ以前

4.タテ組み 9Ｐ～12Ｐ

にクラブのリーダーである。クラブメンバー

「ロータリーの友」今月号の極めつけは“こ

全員と共に更なる躍進を望みたいと思います。

れしかない”という特集号。埼玉を代表する観
プログラム委員会
木下登委員長
５月のプログラムは、5 日は祭日でお休み、

光地「小江戸川越」。この特集号から教えられ
たこと。川越の歴史から、この街の経済力の証

12 日会員卓話「我等の生業」、19 日入間わか

が明治 26 年の川越の大火の後にできた蔵造り

くさ高等特別支援学校 山口準備委員長卓話

の街並み。その蔵造の街並みが今日の川越の

「新高等特別支援学校の紹介」、26 日 2570 地

繁栄の基礎となっているのだという。ここに

区出向メンバー役員活動報告となっています。

登場するロータリアンの顔ぶれがまた素晴ら

3/17 に親睦活動とプログラム委員会の合同

しい。さすがに埼玉で最初にできた名門クラ

家庭集会を開きますので関係者の方々はよろ

ブというだけに川越の歴史にかかわる節ふし

しくお願いします。

にロータリアンがかかわっていることに目を
見張るものがある。「人が町をつくり、町が人
を育てる。」川越は、この言葉がぴったりのま

ロータリー美術館
繁田光館長
来週に迫りました、ロータリー美術館の日

ち。また、10 年ほど前に当地区のガバナーを

帰り美術館に皆さん参加いただきありがとう

勤められた今泉清詞さんの「生き方」が紹介さ

ございます。少し行程に変更があり、大村美術

れているのでお読みください。
ロータリー情報委員会

館の滞在時間を多くとっております。

吉永章子委員長

〇3/15（火）の第４回ロータリーオリエンテー

社会奉仕委員会
交通安全の幟旗が

ションには 2013 年の手続要覧をご持参下さい。

出来上がりました。

社会奉仕とクラブ奉仕の勉強会です。

全国の交通安全の前

○2/27（土）第３G は吉田ガバナー補佐の元、

からでも使っていた

今までにない思考の展開で若手の活躍が垣間

だければと思いま

見られました。高柳ガバナーのご挨拶の中で

す。大変申し訳あり

ロータリーを存続させる条件の一部で示され

ませんが、事務局に電話して各事業所で取り

①奉仕②リーダーを育てる③参加すると合致

に行っていただければと思います。宜しくお

して素晴らしいＩＭでした。

願いいたします。
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滝沢文夫委員長

≪４月プログラム≫

＜出席報告＞
内

容

講師卓話 谷戸祥之氏 村山医療セ
7日

馬路宏樹委員長

会員数

出席数

出席率

前回修正率

42 名

32 名

80.0％

57.9%

ンター整形外科部長

事前欠席連絡 1 名

「脊柱管狭窄症」
14 日

■回覧覧、配布物

入間南ＲＣ合同例会 12(火)に振替

① ガバナー月信 2016 年３月号

会員卓話 宮寺成人会員

21 日

② ロータリーの友３月号

「マイナンバーについて」

③ 2016 年ロータリー国際大会ご案内と申込み

講師卓話 貫井香織様

28 日

④ 学友会ニュース第１９４号

「国産シイタケ輸出について」

⑤ ハイライトよねやま 191
⑥ 3/27 地区大会(2 日目本会議)出欠表

＜ニコニコＢＯＸ＞
晝間和弘ＳＡＡ
吉田譲二様～ＩＭでは皆さんのご協力ありが

⑦ 3/10 日帰り美術館出欠表
⑧ 3/15 第 5 回Ｒ情報研修会出欠表

とうございました。心より感謝申し上げます。
粕谷康彦君～喜寿のお祝い大変光栄です。元

⑨ 新狭山ＲＣ僕は写真で世界とつながる

気にロータリーを支援したいと思います。

⑩ 米山記念奨学会レポート受付完了お知らせ
⑪ 2570 地区社会奉仕活動交通幟旗協力お礼

忽滑谷明君～吉田ガバナー補佐先日のＩＭ大
変お疲れ様でした。吉岡さん入会おめでとう。

⑫ 国連 UNHCR 協会からのお願い

細淵克則君～佐々木さん入間ロータリークラ

⑬ 煌く 18 の星 米山記念奨学生文集 7
⑭ 第 4 回いるま環境フェア報告書

ブへようこそ 卓話宜しくお願いします。
後藤健君～ガバメントマンスリーに写真を載

⑮ 派遣学生 1 月次報告書

せていただきありがとうございます。

⑯ 訃報 元第１Ｇガバナー補佐 金子圭典様
⑰ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ

晝間和弘君～しばらくお休みし申し訳ござい

⑱ 入間ＲＣ週報 30,31,32 号

ません。
岩崎茂君、森田英郎君～早退いたします。

\47,500

累計\657,869

RI2570 地区 3・4 月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度
2016 年 3 月

2016 年 4 月

日

曜

事業などの内容

日 曜

13

日 入間市少年野球連盟総会

25

金 第３回入間市社会福祉協議会評議委員会

30

水 入間基地観桜会

事業などの内容
－未定－
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