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★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

5月 21日(土)大宮ロータリークラブ第 3000

回例会、創立 60周年記念式典、懇親会に出席

して参りました。 

さすがに県下でもトップクラスの市だけあ

って、会場もパレスホテル大宮の四階のロー

ズルームにて、総勢 250 名の豪華なパーティ

ーに圧倒されてしまいました。午後６時平田

会長の点鐘、来賓として国際ロータリークラ

ブ第 2770地区ガバナー井原實様、さいたま市

長清水勇人様、さいたま市商工会議所会頭が

出席され、25 クラブが紹介されました。入間

RC では、子クラブとして会長名で生花を寄贈

いたしました。ステージから一番前のテーブ

ルで、隣にはパストガバナー、ガバナーエレク

トが一緒の席でした。今回の式典は祝賀会は

時節柄、華美にならずとの配慮があったとの

ことでした。 

大宮 RCは、戦後 10年目の 1955年（昭和 30

年）12 月 2 日に熊谷 RC をスポンサーとして、

創立総会を開催し、同年 12月 27日に RIの承

認を得て、その翌年 1956 年 5 月 24 日大宮公

園スポーツセンターに於いて、認証状伝達式

を行い、国内 168番目（県内４番目）のクラブ 

 

として大宮 RCが誕生しました。以来先達の努

力により多くの業績を残してきました。本日

６０周年の区切りを新たな出発点として、世

界の子供たちと地域社会の為「奉仕の理想」を

実践すべく一歩ずつ前進していくとのメッセ

ージを発信していました。その後祝宴の部に

移り大宮 RC 第 26 代会長岩井良彦様（85 歳）

の乾杯、フランス料理がふるまわれました。ア

トラクションはスィートボイスのジャズとロ

ックンロールが演奏されました。 

 

６０周年記念事業、発表がありました。 

1. さいたま市（大宮駅東口）に案内板寄贈 

2. ボーイスカウトさいたま北地区育成会に 

 青少年育成金寄附 

3. 公益社団法人あゆみの箱へ募金寄附 

4. ホザナ園寄附 

5. ボーイスカウトさいたま大宮第１団に 

 屋根型テント寄附 

6. 認定 NPO法人さいたまユネスコ協会に 

 冠名小学校建設資金寄附 

7. ロータリー財団に寄附 

8. 米山記念奨学金に寄附 

9. 熊本地震へ義援金 

10.埼玉県（大宮公園）に桜、ハナミズキ植樹 
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■地域社会奉仕委員会 

 齋藤栄作委員長 

地区の役割とは

手続要覧にも明記

されている通り地

区内のクラブのサ

ポートに徹する事

です。したがって

地域社会奉仕委員

会の役割もクラブ

が地域社会奉仕活

動をして行くための情報提供・ヒント提供に

あります。しかしながら本年度は地区内のロ

ータリークラブの「公共イメージと認知度の

向上」にガバナーが強い意志を持たれたため、

年度が始まっていたにも関わらず交通安全啓

蒙運動の一環として幟旗事業をお願いする事

になりました。 

地区から各警察署単位で 20本の幟旗を寄贈

し、各クラブから会員皆様に協力いただき集

まった幟旗を警察署に寄贈する運動です。こ

の幟旗の寄贈の真意は各クラブがこの寄贈を

手始めに安全安心のまちづくりに奉仕できる

きっかっけを作る事にあります。春＆秋の交

通安全週間の出陳式に各ロータリークラブが

他団体と共に協力団体として呼ばれる風景が

正に狙いです。このような運動がロータリー

クラブの公共イメージと認知度の向上につな

がって行くのです。 

第３グループは所沢警察署管内 5 クラブ、

狭山警察署管内 4クラブ、飯能警察署管内 2ク

ラブが一丸となって事業を推進したお蔭で 5

グループ中トップの幟旗数を寄贈する事が出

来ました。そしてこの流れをそのまま有効利

用してＩＭ（インターシテイーミーテイング） 

では狭山警察署長の講話に続き、埼玉県警音

楽隊もお呼びする事が出来て各警察署とのパ

イプも太くなりました。こういった実績を各

クラブが有効利用していただき地域社会奉仕

活動がより一層充実し各クラブの「公共イメ

ージと認知度の向上」に繋がる事を切に願っ

ております。 

 

■ロータリー米山記念奨学部門 

 忽滑谷明部門委員長 

2015 2016 年度活動報告 

＜2015年＞ 

1.7月 11日 

米山記念部門 

セミナー 

2.8月 14～15日 

秩父音頭まつり 

参加(皆野町) 

3.9月 27日 

米山一日研修旅 

行（米山記念館・癒やしの里） 

4.10月～11月 

米山月間卓話クラブ訪問と卓話協力 

5.12月 6日 

カウンセラー会議 X'mas 交流会 

＜2016 年＞ 

1.1月 9日～10日 

次年度面接「女性教育会館」 

2.2月 21日 

奨学生歓送会 ・終了式  

3.3月 26～27日 

地区大会参加（埼玉グランドホテル本庄） 

4.4月 2日～3日  

オリエンテーション カウンセラー会議 

5.5月 21日 

ロータリーの森清掃活動(秩父) 
 

■ロータリー財団 地区資金管理委員会 

 細淵克則委員長 

＜2015年＞ 

1.6/30 

第 1回ロータリー財団 

ゾーンセミナー 

2.7/18財団部門委員会 

（地区役員会議） 

3.8/8 第 1 回奨学候補生

オリエンテーション 

4.9月 19日第 1回ロータリー財団地区セミナー 

5.10月 17日財団奨学生募集要項検討会議 

第 2回奨学候補生オリエンテーシヨン 

6.11月 第 2 回ロータリー財団ゾーンセミナー 

7.12/7財団奨学生募集要項配布 
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＜2016年＞  

8.2/13第 3回奨学候補生オリエンテーション 

9.3/12第 2回ロータリー財団地区セミナー 

  資金管理セミナー 

10.3月 26日～27日 地区大会（第 1・2日目） 

11.4/9 第 4回奨学候補生オリエンテーション 

12.4/30 クラブ覚書（MOU）提出締切日 

13.5/7財団奨学生第1次選考誌験（書類審査） 

14.5月 知事表敬訪問 埼玉県知事公館 

15.5/21財団奨学生第2次選考試験(面接審査） 

16.5/31地区補助金申請締切日 

17.5/29～6/1世界大会 （韓国ソウル） 

18.6/4地区補助金申請書審査 

19.6/8地区補助金Ｒ財団登録申請 

20.6/18 合格者アプリ･最終オリエンテーション 

役員会が 10回程、卓話割当てが 6から 8回

有ります。 

<世界平和フェロ－> 

2002 年、ロータリー財団は、世界の有名大

学との協力の下、平和及び紛争解決の分野に

おける国際問題研究のためのロータリー・セ

ンター（ロータリー平和センタ－）を創設しま

した。当初は国際関係、持続可能な開発、平和

研究、紛争解決の分野で修士号取得を目指す

プログラムとしてスタートしました。2006 年

には、タイのチュランコ－ン大学に新しい平

和センターが設置され、中堅クラス以上のキ

ャリヤを持つ職業人を対象に、平和及び紛争

解決の分野における専門能力開発プログラム

（3 カ月間）が実施されるようになりました。

ロータリー平和センター・プログラムは全世

界のロータリークラブ会員からの寄付により

支えられており、毎年、最高 110名のフェロ－

が選出されます。 

・ロータリー平和センター提携大学 

オーストラリア クイーンズランド大学 

日本  国際基督教大学 

スウェーデン ウブサラ大学 

タイ  チュラロンコーン大学 

英国  ラットフォード大学 

米国  デュ－ク大学・ノースカロラ

イナ大学チャペルヒル校 

2570 地区では日本国際ボランティアセンタ

ー（ＪＶＣ）パレスチナ現地調査員（ガザ事業

担当）の 8期生金子由佳さんがいます。 

■クラブ奉仕部門 会員増強委員会 

 水村雅啓委員長 

地区の会員増強

委員会は、最初の

セミナーを５月頃

に開催します。こ

れは「研修協議会

の開催後に増強セ

ミナーを開催す

る」との規定に則

っています。今年

も次年度の増強セ

ミナーが６月５日に開催されます。そんな訳

で３月頃から毎週のように委員会を開くなど

忙しい日々が続きます。 

日本のロータリーの会員数は２０年前に 13

万人でしたが、現在 9万人を割っています。

昨年は前年対比わずかですが増加に転じまし

た。しかしながら、我が２５７０地区は、昨

年も減少傾向が続いています。今年度の年初

の会員数は 1,648人で３月末の集計で 1,654

人、6人の増の状況です。何としてもプラス

にしたいと考えています。 

会員増強は、ロータリー情報の提供、魅力あ

る例会の開催、会員の相互理解と親睦活動そ

して奉仕活動があって、クラブの活気ととも

にはじめて成果が出るものです。地区の委員

会としては、ディスカッションや講演、事例紹

介などを通してクラブをサポートしていきた

いと考えております。 
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★幹事報告 忽滑谷明幹事 

6月のロータリーレート１＄＝￥１１０ 

 

★委員長報告 

クラブ奉仕委員会 関谷永久委員長 

５月２１日狭山智光山研修センターで 2570

地区の第三グループ対象に地区の研修委員会

で行われましたフレシュロータリアンセミナ

ーは参加者 19 名を二班 に分けてＲＬI 方式

で【ロータリーを楽しく続ける為に何をした

ら良いか】を 45分二回議論し合いました、皆

さま時間が足りない程自由闊達な意見を出し

て頂き終了いたしました。入間クラブからは

白幡君一人でしたが活発な考えを出しておら

れました、勉強会は新人のみでなく多くの会

員が興味を持って参加して頂きたいと思いま

した。 

 

ＲＩ第 2570地区 社会奉仕部門 次年度 

ブライダル委員会 吉永章子委員長 

「登録者推薦のお願い」 

ブライダル委員会は 2007年（石川 PDG年度）

に 18年振りに再発足して今年 7月で９年目を

むかえます。ロータリアンに推薦された方々

の結婚の相談を受けている委員会です。委員

会メンバーはご登録者の価値観や期待をみつ

めながら素晴らしいお相手とめぐり会えるよ

うに定期的にパーティーや相談会を企画開催

し結婚を真剣に考えるきっかけづくりになる

為の活動をしています。 

 

 

 

現在の登録者数は男女あわせて 48名で挙式

実績は９組です。ブライダル委員会へのご推

薦はロータリアンの子息・子女及び単身のロ

ータリアンは勿論のこと、お知り合いの方々

にお声掛けをしていただくことも可能です。 

登録者が多数になりますと、出会いのチヤ

ンスが増えてまいります。そのためにも幅広

い登録者推薦のご協力を頂きたくお願い申し

上げます。必要書類はご連絡頂けましたらお

届け致します。 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

事前欠席連絡 2名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

粕谷康彦君、晝間和弘君～4名の会員さんに地

区役員活動報告の卓話を宜しくお願いいたし

ます。 

後藤健君～5月16日にJR東日本様より感謝状

を頂きました。 

\7,000 累計\792,869 

 

■回覧覧、配布物 

① ソウル国際大会ガバナーズナイト登録者 

② RI2570地区 2016年規定審議会(報告) 

③ 入間市商工会総代会出席のお礼 

④ RI2570地区ブライダル委員会お知らせ 

⑤ 他クラブお知らせ 

⑥ 入間ＲＣ週報４３号 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 29名 74.4％ 82.1% 

2016年 5月 2016年 6月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

9 月 4クラブ合同懇親会 3 金 新旧合同会長幹事会 

14 土 入間市環境まちづくり会議    

18 水 入間市商工会 56回通常総代会    

21 土 大宮ＲＣ60周年記念式典    

26 木 豊岡中学校区青少年育成推進会    

 

 

 

RI2570地区５・６月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


