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●❁●会長の時間 西山祐三会長 

先週 15日金曜日に所沢のベルヴィ ザ・グラ

ンにおいて第 3 グループの第 1 回会長・幹事

会が開催され吉沢幹事と行ってまいりました。

開会前に地区ブライダル委員会(吉永委員長)

よりロータリークラブ主催のブライダルパー

ティーへの登録者の方の募集、或いは紹介依頼

のご案内がありました。登録者にはロータリア

ンの子息・子女、又は、ロータリアンが自信を

持って推薦できる方々が登録出来ます。是非、

多数の方々の登録をお願いします。 

会長幹事会に移りまして、 

(1)各クラブ自己紹介と重点目標の発表を 11

クラブが行いました。各クラブとも、会員増強、

楽しいロータリークラブを目指すを主な重点

目標を挙げておりました。 

(2)ガバナー公式訪問、ガバナー補佐訪問につ

いては、従来とおりの型で行う。 

(3)ＩＭについては、2017年 2月 9日（木）全

員登録、5,000 円等が報告、決定されました。 

その後、懇親会に移り、クラブの状況等意見交

換をし、懇親を深め会が終了しました。 

17日(日)に第 51回入間市少年野球連盟夏季

大会、開会式があり行って参りました。市長は

じめ大塚拓会員、市議会議長、斎藤正明県議等

来賓が多数出席され、幸い雨もやみ無事終了致

しました。この大会は原則小学 3 年生以上の

参加ですが、前回優勝チームなどは登録メンバ

ーが 10名ほどで少数精鋭でした。又、この秋、

3年生以下の大会が予定されてましたが、チー

ム人数が 9 名以下のチームが多く編成できず

秋の大会は中止となったとの話でした。少子化、

野球離れが影響しているかも知れません。野球

ファンとしては残念な話です。
 

●五大奉仕委員長年度計画発表● 

社会奉仕委員会 豊田義継委員長 

2570 地区、前嶋

ガバナー方針の中

で、公共イメージと

認知度の向上を打

ち出しております。 

当クラブの西山

会長の方針の中で

も、奉仕活動の中で

地域の方々にロー

タリークラブとはどのようなものかをよく知

っていただき、地域に密着した活動をしてまい

りたいと謳っております。この方針に従った社

会奉仕活動を進めていきたいと考えています。 

具体的な活動計画として、会長方針でもあり

ます IC 教育の促進を計る為に、入間市総務部

学校教育課を通じて関連グッズを学校に寄贈

します。 

また、地域に密着した奉仕活動を行ないます。 

従来の入間万燈まつりに参加してロータリー

の社会奉仕活動を認識してもらうことも継続

しますが、従来の奉仕活動を再度見直し、効率

の良い社会奉仕活動を探して実行します。 

そして、ロータリー地区行事への参加も積極的

に参加したいと考えています。 

会員の皆様のお力添えを得ながら、委員一同前

向きに活動をしていきたいと考えています。 
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＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570 地区Ｒ財団部門奨学学友委員会 委員長

川越小江戸ロータリークラブ 福山 健朗 様 

本日は入間ＲＣさんに

スポンサークラブになっ

ていただきましたお礼と

ご挨拶に伺いました。以

前にこちらのクラブでお

世話になった工藤君同様、

須山さんに一年間ロータ

リーの事を勉強させて貰いたいと存じますの

で、宜しくお願い致します。 

 

第 2570地区 2017～2018年度派遣 

Ｒ財団地区補助金奨学生候補 須山 恵理香 様 

今年度、財団補助金奨学候

補生となりました須山恵理

香と申します。入間 RC がス

ポンサークラブとして受け

入れていただけるとのこと

で、大変感謝いたしておりま

す。ありがとうございます。

私は福岡県久留米市の出身で、大学は大分県立

芸術文化短期大学で声楽を専攻しました。卒業

後、武蔵野音楽大学の別科という社会人コース

で勉強を続けております。留学希望先はイタリ

ア、ピアチェンツァの音楽院です。財団奨学生

となりました事で、機会やご縁をいただけ、例

会や色々な活動をご一緒させて頂く中で、沢山

のことを勉強したいと思っております。 

声楽を始めたきっかけは 3 歳からピアノを

習うものの、孤独な練習が辛く感じていた時に

歌に出会って、誰かと共に音楽することの感動

を知り、合唱団に入団。小学生の頃から高校三

年生まで NHK 児童合唱団でミュージカルや童

謡、宗教曲など幅広い歌に親しむ。高校は普通

科に進学するも歌の道が諦めきれず、両親の反

対を押し切って大学は音楽科に進学。大学では、

幅広い勉強をするも、総合芸術であるオペラに

心を惹かれ、22歳でオペラ ヘンゼルとグレー

テルのグレーテル役でデビュー。入間 RCの皆

様に、少しでもオペラやクラシック音楽の魅力

をお伝えできるよう尽力したいと思います。
 

■職業分類委員会 友野政彦委員 

職業分類表を地域の職業に合っているか見

直し、特定業種に偏重しないように会員に報告

いたします。現状の職業分類表の中で「空」の

多い職業は、医療関係、銀行・信用金庫・生命

保険・損害保険の金融関係、学校・幼稚園・保

育園等の教育関係、農業・造園・畜産等、自動

車修理・販売関係、ホテル、商社・ぺットショ

ップの流通関係、飲食関係です。 

これらは、ロータリーを辞めた後の補充がで

きてないためのものですので、この空の分類が

このままでよいか、商工会等で入間市の職業を

分析して検討します。 

又、金融機関は以前会員でしたのでお知り合

いの支店長に話せる方がおりましたら勧誘し

て下さい。今年一年宜しくお願い致します。 

 

■会員選考委員会 摂田順一委員長 

クラブ定款・および細則第 10 条第 1 節(e)

項に基づき、あらゆる情報を収集し、公平且つ

ロータリーに対する的確性を厳正に調査・審査

し結果を理事会に報告する。以上のことをふま

えながら杓子定規にならず、柔軟な方向で適切

に対応します。宜しくお願い致します。 

 

■会員増強委員会 細淵克則委員長 

ロータリーの永遠のテーマでもある会員増

強を皆様のご協力とご理解を得ながら協力に

邁進してまいります。 

会員増強は会員皆様の意識と努力が必要で

す。特に５年未満の新しい会員の情報が貴重な

資源となります。また、会員の所属する、他の

団体も貴重な情報源になりますので、是非機会

が有れば、入会のお声掛けをお願いします。 

 

■ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

新会員に必要な、ベテラン会員にも喜ばれる

知識やルール等の情報を提供したいと思って

おります。具体的には前・後期とも複数回の勉

強会を実施する予定です。 

 

■出席向上委員会 馬路宏樹委員 

1｢前年度、平均 76.76％の出席率を 1％でも上

回れるように努力する」全会員に出席して貰

い「ロータリーって楽しいよね」「良い仲間達

だよね」と実感して頂く事が目的なので、前

年度を上回り 100％を目指したいと思います。 

2今年度のスタートの 2回は、どちらも出席者

30名でしたので 81.08％と高い出席率スター

●各小委員長年度計画発表● 
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トになりました。これを全ての例会で維持す

ると言うのは中々難しいかもしれませんが、

30 名以上例会に出席して頂けると 80％を超

えるので、皆様、是非定例会やイベントに出

席下さいます様、宜しくお願い致します。 

3 入間市工業会や入間市商工会などその他の

会合や役員会等で普段出席の低い方と会い

ましたら、是非お声掛け頂けます様、宜しく

お願い致します。 

 

■会報・雑誌動委員会 大野賢次委員長 

＜会報＞ 

1 会長・幹事の発言は重要な事柄が多いので、

簡略しても正確に会員に伝わる様にしたい。 

2 外部講師の場合は特に気をつけたい。 

3 委員長報告は原稿を必ず提出してもらう。 

4 会員の家族の結婚・新築・慶事等を希望によ

り掲載する。 

＜雑誌＞ 

1 雑誌を介して、近々のロータリー情報を知っ

てもらう。 

2 ｢ロータリーの友」の読んでいただきたい記

事を紹介する。 

3 ｢ロータリーの友」への投稿を奨励する。 

■親睦活動委員会 馬路宏樹委員長 

活動方針は会員同士、家族、クラブ来訪者な

どと良き友誼が図れるよう、また、会員にクラ

ブの行事や社交的諸活動への参加を奨励して

楽しいロータリー活動を目指します。なお、活

動計画は来週の新旧役員慰労会を始めとし、9

月には親睦旅行、合同例会、クリスマス例会、

新年会、ロータリー美術館との連携した行事等

となっております。どうぞ会員皆様のご協力を

お願いします。 

 

■プログラム委員会 田中快枝委員長 

出席向上委員会の『前年度より１％でも出席

率を高めたい』という言葉は、「楽しいプログ

ラムにしてね。」と聞こえました。そのために

も、楽しい例会を行うように致します。 

「楽しいプログラム」にするには会員方々の 

人脈と知恵をお借りしたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 

■広報委員会 木下登委員長 

活動方針については、今年度 2570地区前嶋

ガバナーの重点方針であります「地域の人々に

ロータリーを知っていただこう（公共イメージ

と認知度の向上）」を基本に、年度計画書に記

載してある通りに活動して行きます。私は、本

年度社会奉仕委員会のメンバーでもあります

ので、社会奉仕委員会メンバーの皆様と一緒に

活動して公共イメージアップと認知度の向上

に取り組んで行きます。具体的には、入間市制

５０周年の入間万燈まつりや市内各事業との

連係・協力、クラブの各委員会とのコミュニケ

ーションを通じ、入間ロータリークラブホーム

ページや週報だけの周知ではなく、多くの入間

市民に対し知恵を持ち寄り工夫して入間ロー

タリークラブを多くの市民に知って頂くよう

に努めて行きます。一年間宜しくお願いします。 

 

■ロータリー美術館 吉沢誠十幹事 

齋藤金作館長から依頼を受け発表させてい

ただきます。 

週に一度クラブメンバーが集う例会場は、

常に笑顔の挨拶が飛び交い、活力に満ちた雰

囲気を保つことが基本的な要件であり、これら

を満たす一方策として、時には許された時間内

で美術品の鑑賞をするのも必要なことである。 

これが 40年以前会員の総意で開設されたの

が当美術館である。時移り人は変わるも、例会

場は相互親交の場であり、各自は自己研鑓道場

でもあるという基礎理念に基き、ＳＡＡ・親睦・

プログラム各関連委員会と強調しクラブの佇

まいを整えていく。 

1.例会時、会員の所有する美術品、或いは会員

及び家族等の美術作品の鑑賞会開催 

2.日帰り可能な範囲に存在する美術館への訪

問鑑賞会（家族同伴参加歓迎） 

3.親睦委員会の県外研修旅行に美術館を組み

入れ便乗鑑賞 

例会場に於ける鑑賞会の頻度は開設当時に

比べ相当低くなっているので、小規模な会の開

催を実施したいと考えている 

(手工芸品・和洋絵画・書道展・写真作品展等) 

8 月 18 日のガバナー公式訪問には一人でも

多くの作品の出品をお願いします。又、来年の

3 月 9 日には日帰り美術館を予定しています。 

 

■ロータリー財団委員会 宮崎正文委員長 

活動方針としては、「ロータリアンが健康状

態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済

することを通じて、世界理解・親善・平和を達

成できるようする」という財団の使命と活動内

容を各会員に紹介し、ご理解を深めたうえで、

支援をしていただけるようにします。特に今年

度は、ロータリー財団 100周年ということです

ので、もっとご理解が深められればと思います。 

活動計画は 

1.毎年お願いしている各種寄付金です。クラ

ブの年次寄付・ポリオ撲滅の寄付・パーマ
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ネントファンドの寄付等、今年も宜しくお

願いします。 

2.社会奉仕・国際奉仕委員会等と連携し、地区

補助金・グローバル補助金等の活用を検討さ

せて頂きます。 

3.ロータリー財団の活動内容を理解していた

だく為、情報発信や卓話を実施させていただ

きます。地区の奨学生の卓話をお願いします。 

4.地区の奨学生に対する支援を行わせて頂き

ます。 

最後になりますが、ロータリー財団委員会に

は、地区に行っている細渕会員がおられますの

で、大変心強く思っています。森田会員及び細

渕会員と相談しながら、一年間ロータリー財団

委員長を務めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 

■米山記念奨学委員会 山岸義弘委員長 

米山記念奨学会は、ＲＩから承認をうけた日

本のロータリー独自の多地区合同奉仕活動で、

我が国最大の民間奨学事業です。奨学生が、将

来日本と世界を結ぶ「懸け橋」となって、ロー

タリー運動の良き理解者となることを目的と

しています。日本のロータリーに最も相応しい

国際奉仕事業です。会員の皆様には、当奨学会

をより深く認識理解いただき、寄付についても

積極的にお願い致します。 

 

 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

① 日豪青年相互訪問団員候補者の募集案内を

回覧しますので希望する方がいれば事務局

までお申し出ください。 

② ７月のロータリーレートは１０６円です。 

③ 第三グループ会長・幹事会において前年度

ガバナー補佐吉田様 主催のＩＭの残金

44,040円の返金がありましたので、本年度

の会計に入れさせて頂きます。 

 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員 

事前欠席連絡 3名 

●委員長報告 

親睦活動委員会 馬路宏樹委員長 

次週は新旧役員慰労会が、「魚いち」で行わ

れますので、宜しくお願い致します。 

又、少し先の話となりますが、親睦旅行の日

程を皆様にお知らせし、ご予定を空けておいて

頂きたくお知らせいたします。9月 8日(木)か

ら 9 日(金)となっております。検討中ではご

ざいますが、場所は飛行機にて北海道一泊親睦

旅行の案が出ております。参加者次第では変わ

る可能性もありますが、ご連絡させていただき

ました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

福山健朗様～この度はスポンサークラブを受

けて頂きありがとうございます。須山さんをお

連れしました。一年間ロータリーの教育をお願

いいたします。 

西山祐三君、吉沢誠十君、繁田光君、関谷永久

君～福山さんようこそ入間クラブへ 須山さん

一年間宜しくお願いします。 

細淵克則君～Ｒ財団 福ちゃん入間クラブへよ

うこそ須山さん一年間宜しくお願いします。 

後藤賢治君～福山様、須山様ようこそ入間ＲＣ

へ 加藤さん写真ありがとう。 

豊田義継君～旧軽井沢ゴルフクラブ グランド

シニア選手権取りました。 

友野政彦君～早退いたします。 

本日\14,000 累計\108,000 

 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 7月号 

② 第 41期生日豪青年相互訪問団員候補者募集 

③ 8/25移動例会 職場訪問出欠表(繁田会員) 

④ 8/18ガバナー公式訪問出欠表 

⑤ 7/28新旧役員慰労激励会出欠表 

⑥ 入間ＲＣ週報 2  号 

⑦ 西山会長より「今日は何の日」 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 27名 73.0％ 83.8% 

発行 入間ロータリークラブ 
■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員：大野賢次 石川嘉彦 摂田順一 白幡英悟 


