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2016-2017 年度 RI 会長:ジョン F. ジャーム

RI2570 地区ガバナー:前嶋修身

会長:西山祐三

幹事:吉沢誠十

第 11 号 ２937 回例会 ２０１6 年 9 月 29 日（木）
＜ビジター・ゲスト＞
長野オリンピックインターナショナル
ユースキャンプ実行委員長
荒川 洋輔 様

川越ロータリークラブ 副会長

★幹事報告

吉沢誠十幹事

①10 月のロータリーレート 106 円
＜お願い事項＞
10 月 13 日(木)入間南 RC さんとの親睦ゴル
フ会が武蔵 CC 豊岡コースで開催されます。
多くの会員の方のご参加をお願い致します。

坂口 孝 様

★☆★会長の時間

西山祐三会長
９月１７日(土)第１回ロータリー財団部門
セミナーが国立女性教育会館においてござい
ました。当クラブから石川パストガバナー、地
区資金管理委員会委員長、細淵会員、ロータリ
ー財団宮崎委員長、そして西山の 4 名が出席し
てまいりました。
ガバナーエレクト細井保雄様より、来年の第
2 回ロータリー財団セミナーを PETS の時期と
少しずらすようにしたい旨話がありました。
（今年の財団セミナーは 3 月 12 日、PETS は 3
月 13 日でした）
ロータリー財団部門委員長、芝崎典一氏より
今年度ロータリー財団 100 周年にあたり、例年
は年 200 ドルが目標ですが、今年度の個人寄付
目標額を 250 ドルでお願いをしたいとの事で
した。
細淵資金管理委員会委員長からは、各クラブ
がロータリー財団の補助金を活用するための
申請について、円滑に補助金の申請並びに運用、
終結までの管理方法についてアドバイスがあ
りました。
21 日教育委員会より連絡があり、この 11 月
2 日の地域交流会で、入間ロータリークラブの
教育委員会に対してのここ数年来教材等寄贈
の活動報告を発表してほしい旨、連絡を受けま
した。準備がありますので皆様にもご協力をお
願いいたします。

●委員長報告
プログラム委員会
田中快枝委員長
10 月 20 日の健康管理委員会による卓話は
「肺癌と肺炎について」のテーマで防衛医科大
学・呼吸器科の尾関雄一先生に解りやすくお話
していただきます。これからの季節、肺炎に気
をつけて頂きたく、是非皆様出席宜しくお願い
致します。
社会奉仕委員会
豊田義継委員長
9 月 24 日に社会奉仕委員の研修セミナーが
あり当クラブからは齋藤栄作会員、細淵克則会
員、木下登会員と私が出席しました。5 部門に
分かれ、それぞれディスカッション方式で行わ
れました。
万燈まつり実行委員会 関谷永久委員長
昨日、第 1 回の実行委員会を行ないました。
今年の万燈まつりでは、例年のバザーと安納焼
き芋以外に、財団の 100 周年を記念して財団関
係の補助金を使った活動を、100 周年のロゴマ
ーク入りのパネルを展示いたしますので皆様
のご協力よろしくお願いいたします。
＜出席報告＞
会員数
42 名

1

一柳達朗委員長

出席数 出席率 前々回修正率
22 名
59.46％
56.76%
事前欠席連絡 8 名

🌸🌸🌸 会 員 卓 話

荒川洋輔様のご紹介
後藤賢治会員
1940 年生まれ、76 歳になられ、
合気道(8 段)を 60 年、円熟した
境地で若い人たちと武道として
の修業を心掛け、今は財界 2 世
学園合気道クラブ師範で指導稽
古され、更に 23 年間毎年ロシア
に遠征され日本伝統文化武道を指導巡回され
ています。現在では私と一緒に 2020 年東京オ
リンピック・パラリンピックでの公式行事であ
る国際ユースキャンプ開催に向けて取り組み
中です。

🌸🌸🌸

「稽古着かついで世界へ道」
ロシア国際古武館連盟師範
荒川洋輔様
今日はロシアで日本
の文化・伝統武道を指
導していることについ
て、私の個人的「日露の
草の根交流」の話をし
ます。海外での武道遠
征経験は、1965 年にド
イツに派遣されて以来
フランス・イギリス・ス
イス・イタリア、中近東、
東南アジアなど各国へ出かけていました。最近
は中国、昨年はドイツ、ミャンマーへ指導遠征
に行きました。今年もロシアヘ行き、1 週間前
に、ロシアから帰留しました。西シベリア・ノ
ヴォクズニエツクというところで、合気道・剣
術・居合いなどを指導するセミナーを開催して
きました。成田から 10 時間で、モスクワに行
き、ここで国内線に乗り継ぎのため空港で、6
時間待ち、夜中に搭乗して 6 時間、朝 6 時に目
的地のノボクズ、ニエツークに到着。今の季節
9 月はゴールデン・リーブス“黄金の季節”と
言われて一年で一番快適な時期です。
私のロシアとの関係は、1994 年ごろからで
日本滞在のロシアの方たち、在日ロシア大使館
職員の家族に合気道指導をしていたことで始
まりました。
ロシア訪問は 1997 年が
はじめてで、以来、毎年訪
問し、ちょうど 23 回目に
なります。はじめてのモ
スクワは、12 月の真冬で、
零下 12 度ぐらいの日が毎
日でした。ヴォルガ河畔のニジン・ノブゴロド
へ行くとマイナス 29 度という日もありました。
昨年は、バルト 3 国ラトピアのリガで、1 週
間、エカテリンブルグで約 1 週間、合気道とい
う武道を通じて日本の伝統文化を理解しても
らうべく、毎日彼らと汗を流し、話をしてきま
した。言葉があまり出来なくてもお互いに何か
共通の趣味というか関心のあることが、相互理
解をより深めることができるという実感を体
感した次第です。
2020 年東京オリンピックに向けて頑張って
いきたいと思います。ありがとうございました。

＜ニコニコＢＯＸ＞

繁田光ＳＡＡ

坂口孝様～本日はお世話になります。
後藤賢治君～ようこそ坂口様入間ロータリー
へ 荒川師範本日はよろしくお願いします。
豊田義継君～川越ロータリークラブ坂口様よ
うこそ入間ＲＣへ。
馬路宏樹君～荒川様宜しくお願い致します。加
藤さん写真ありがとう。
西山祐三君、吉沢誠十君、繁田光君、関谷永久
君～荒川様、坂口様ようこそ入間ＲＣへ 加藤
さん写真ありがとう。
友野政彦君～一昨日のロータリー情報委員会
の第 1 回研修に多数の参加を賜りありがとう
ございました。講師をお勤めいただいた石川嘉
彦ＰＧに感謝いたします。
粕谷康彦君～加藤さん旅行の写真沢山いただ
きありがとう。
一柳達朗君～加藤さん写真ありがとう。この後
総会があり早退いたします。
本日\12,000
累計\270,500
■回覧、配布物
① 10/13 入間南 RC 合同例会出欠席表
② 鬼怒川水害義援金報告書
③ 派遣学生 8 月次・9 月次報告書
④ Ｒ米山記念奨学会 2015 年度決算報告書
⑤ ロータリー米山記念奨学事業豆辞典
⑥ 10/29.30 万燈まつり出欠表(お弁当確認)
⑦ 11/6 RI2570 地区大会出欠席表
⑧ 函館五稜郭ＲＣ川村隆夫様からのお礼状
⑨ 他クラブ週報＆変更のお知らせ
⑩ 11/8 旧軽井沢ゴルフクラブの集い出欠席表
⑪ 入間ＲＣ週報 10号
⑫ 西山会長より「今日は何の日」
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