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＜ビジター・ゲスト＞ 

飯能ロータリークラブ  沢辺 瀞壱 様 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 

 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 
山岸義弘君(古希)  金井祐一君 

一柳達朗君       吉岡信人君 

夫人誕生日 滝沢久美子様 繁田美香様 

結婚記念日 

豊田義継君  新井  格君 

一柳達朗君  荒井正武君 

石川嘉彦君   

 

 

≪11月プログラム≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★☆★会長の時間 西山祐三会長 

10 月は、経済と地域社会の

発展月間と米山月間です。 

2014 年 10 月 RI 理事会は、

重点分野である「経済と地域

社会の発展月間」である 10 月

を、貧困地域の経済発展を目

的とした、起業家、地域社会のリーダー、地元

団体を含む地域ネットワークの向上、雇用創出、

支援が行き届いていない地域社会での貧困の

削減、経済と地域社会の発展に関連した仕事に

従事することを目指す専門職業人のための奨

学金支援を強調する月間とした。 

クラブは米山月間の月には特に米山奨学事

業の意義を深く認識し、寄付金を募る活動をす

る。そのために米山奨学生や地区役員・委員の

卓話を聞き、さらに奨学生から提供される資料

を基にクラブ・フォーラムを開催したりするこ

とが推奨されている。米山月間は日本国内地区

のみ、そして 9月のロータリーの友月間も日本

独自の月間です。 

昨日、軽井沢でカーリングを体験してまいり

ました。冬季オリンピック等では観たことがあ

りますが、ゲーム方法、ルール、得点の数え方

等を習ってきました。１チーム４人で２チーム

の対抗戦、１エンドに１人２投ストーンを投げ、

対戦チームと交互に合計１６ストーンを投げ、

ハウスと呼ばれる（赤と青の円）の中心に近い

処へ停めたチームの勝ちとなります。例えば、

A チームのストーンが中心に 1 番近く、次に 2

番目も A のストーンそして 3 番目に B チーム

のストーンですと中心に近い A チームが 2 点

となり、そのエンドは２－０で Aチームの勝利

となり次のエンドとなります。エンドを１０回

行い合計点数の多いチームの勝ちとなります。

氷上のチェスと呼ばれ非常に楽しいスポーツ

です。是非、皆様も体験してみて下さい。 

 内 容 

3日 
クラブ定款第 6 条 1 節(C)により例会

取り止め 

10日 
講師卓話 

ロータリー財団奨学生 須山恵理香様 

17日 万燈まつり反省会 夜間 

24日 
講師卓話  

埼玉県西部消防局入間消防署長 
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★幹事報告 吉沢誠十幹事 

第４回定例理事会＜協議事項＞ 

１.12月のプログラムについて  

（１２月８日 夜間移動例会 承認） 

２.万燈まつり予算 関谷実行委員長より発表 

３．親睦研修旅行会計報告 吉沢幹事より発表 

４.その他 

規定審議会での決定事項については、今後検

討委員会を立ち上げて進めて行くこととした。 

＜報告・予定等＞ 

①10/9(日)米山研修旅行  

忽滑谷会員・チャン出席予定 

②10/15(土)R 財団奨学候補生第 2 回オリエン

テーション 細渕・宮崎会員出席予定 

③10/14(金)第 3グループ会長・幹事会 

④10/21(金)埼玉古墳研修セミナー 

齋藤・豊田会員出席予定 

⑤11/2(水)地域交流研修会 

粕谷・齋藤・関谷会員出席予定 

⑥11/3(木)入間航空祭 会長出席予定 

⑦11/5(土)入間市市制施行 50周年記念式典 

 会長出席予定 

⑧11/26(土)入間ライオンズクラブ 50 周年記

念式典 会長・幹事出席予定 

 

●委員長報告 

クラブ奉仕委員会 齋藤栄作委員長 

先日の地区社会奉仕部門セミナーには皆さ

んのご協力をいただき素晴らしいセミナーと

なりました。その際、入間クラブのタブレット

端末寄贈記事が埼玉新聞に載った事を木下登

会員より発表いたしました。ロータリーの公共

イメージに重点を置いており、月信にも記載し

たいとガバナーからお話がありました。 

会員増強委員会 細淵克則委員長 

9 月号のロータリーの友 29 頁にロータリー

財団のグローバル補助金に関する記事が載っ

ておりますので、読んでいただいてロータリー

財団のご理解をお願いいたします。 

会報・雑誌委員会 大野賢次委員長 

＜横組＞ 

Ｐ7・写真で振り返る日本のオリンピックと 

ロータリー 

オリンピックとロータリーのかかわり 

Ｐ22・国際ロータリーゾーン 1,2,3 の第 45回 

      ロータリー研究会 

日時・11月 28日～12月 1日まで 

＜縦組＞ 

Ｐ9・・佐渡南ロータリークラブの紹介 

    1975年創立、41年目。会員数 42人 

Ｐ20・・自転車の魅力 

Ｐ23・・入間南クラブの大野快三会員の川柳 

プログラム委員会 田中快枝委員長 

11月のプログラムは表記通りです。 

12月 1日は年次総会と馬路会員写経例会、8日

クリスマス例会(ヘリンジ)、15日講師卓話・防

衛医科大学・医学教育部看護学科学科長、安酸

史子様、22日蕎麦例会となっております。 

プログラム委員会からのお願いとして、皆様の

会社や個人で使用しなくなったノートパソコ

ンがありましたら、ご寄付いただければ助かり

ます。宜しくお願いします。又、万燈まつりの

バザー品を事務局へ 20 日迄にお持ちください。

宜しくお願い致します。 

 

万燈まつり実行委員会 関谷永久委員長 

本日例会後に、万燈まつりの責任者の方々は

お集り下さい。最終打ち合わせとなりますので

宜しくお願いします。 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

42名 29名 78.4％ 81.1% 

事前欠席連絡 7名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

沢辺瀞壱様～本日はよろしくお願いします。 

豊田義継君～沢辺様ようこそ入間ＲＣへ。 

一柳達朗君～本日は入間市工業会ゴルフコン

ペの為欠席いたします 馬路さん出席委員よろ

しくお願いします。 

岩崎茂君～加藤さん忽滑谷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～沢辺様ようこそ入間ＲＣへ チャンさん本

日はよろしくお願いします。 

晝間和弘君～加藤さん写真ありがとう。 

摂田順一君～早退いたします。 

本日\51,000 累計\321,500 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 No.4 

② ロータリーの友 10月号 

③ RI第 2570地区 地区大会のご案内 

④ 国際交流 NEWS No.98 

⑤ 武蔵野音楽大学コンサートカレンダー 

⑥ 10/13入間南 RCとの合同例会出欠席表 

⑦ 10/29.30万燈まつり出欠表(お弁当確認) 

⑧ 11/6 RI第 2570地区大会出欠席表 

⑨ 11/17万燈まつり反省会出欠席表 

⑩ 11/8旧軽井沢ゴルフクラブの集い出欠席表 

⑪ 他クラブ例会変更のお知らせ 

⑫ 入間ＲＣ週報 11  号 

⑬ 西山会長より「今日は何の日」 
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■■■ ■■■ 
《ロータリー米山奨学生として》 

米山記念奨学生   ブィ・クィン･チャン様 
 

私は現在、西武文理

大学サービス経営学部

で母国ベトナムの経済

を研究しております。

卒論は日越友好関係か

らベトナムの経済発展

への貢献です。 

来年、大学を卒業し

て、母国に帰ることを決めました。でも、帰国

決定までに沢山悩み、田中様と何度も相談しま

した。 

では、私の帰国理由はなんでしょう？それは

米山記念奨学生になったことです。米山奨学生

になって、一番よかったのは色々なロータリア

ンの方々との出会いです。社会貢献を肌で感じ、

私もベトナムでの社会貢献をしなければなら

ないと、そして日本ロータリーの恩恵も返すべ

きだという思いが始まりました。ちょうど、そ

の時に日本国際化推進協会でインターンシッ

プをやりながら、日本経済産業省の外国に日本

の魅力を発信するというプロジェクトに出会

って、ベトナムの人たちに日本のことを知らせ

るため、現地での日本祭りイベントや、若者に

人気の Facebook やインスタグラムなどを利用

して、情報を発信するなどの活動をやっていま

した。その結果、私の考え方も変わりました。

日本より、現地でやった方がもっと盛り上げる

ではないかと思って、日本での就職活動をやめ

て、ベトナムに帰って、現地の日越共同を作れ

ば、日本のことを多くの人に教えられるのでは

ないかと考えました。 

４年後の 2020 年には東京オリンピックが開

催されます。日本のことを世界にもっともっと

広げ、世界の人々を日本に集め、労働不足の日

本でサービス提供する人力を外国から受け取

らなければならなくなると私は考えました。日

本で働くよりも、ベトナムで日本との懸け橋と

なる活動を始めた方が良いとの思いから、私は

ベトナムに卒業してすぐに帰ることを決めま

した。 

帰国後、今まで日本で経験したことを纏めて、

ベトナムで日本のコーディネーター共同を作

ることを考えています。この共同は日本に留学

した人、留学している人、留学したい人、そし

て、日本に興味がある人を自由にそして無料で

入れる様にも考えています。 

先輩、後輩、共同、それと日本とベトナムが

繋がるネットワークを作って、日本語から初め

て、日本文化、日本生活、大学受験、就職活動

などの情報をこの共同でシェアしながら、人材

の教育も入れたら、日本の魅力そして、日本の

ファン共同になるでしょう。 

私の作る共同の規模が大きくなれば、日本にあ

る企業、日本からベトナムに進出している企業、

そして日本に進出希望のベトナム企業は私の

共同に連携できたらと考えます。共同の運営費

用も解決になれるし、新たなビジネスの展開も

可能であると思います。 

それができたら、ベトナムの経済力がない人材

でも日本で勉強するチャンスや日本で働くチ

ャンスも拡大できます。日本側では質がいい人

材が来たら、日本の労働者不足問題の一部解決

になるのではと考えます。そうすると、日本と

ベトナム両国の社会貢献も出来ると思います。 

ロータリーの４つテストの最後の言葉「みんな

のためかどうか」を確認できるように、私はも

っともっと頑張っていきたいと思っています。 

 

●よもやま話 石川嘉彦会員 

＜JRIC について＞ 

JRIC とは Japan Rotary 

Internet Committeeの略称

です。この会は 1998年 3月

に「インターネットで空間

を越えた例会が出来たな

ら」という思いの方々によ

って設立されました。 

いわゆるメーリング・リストです。 

http://www.jric.gr.jp/web/に ML のホーム・

ページがありますので是非一度ご覧ください。

ここから何時でも入会できます。 

多くの方々がロータリーにかかわる様々な意

見、質問などを自由に書き込めるサイトです。

又、この ML の仲間はメールのやり取りだけで

なく、総会（2016.9.20）を含む会合の他、様々

な場所（神戸・東京・盛岡・札幌）でオフ会と

称して現実に合うことを楽しみにしています。

現在約 350名の会員がいます。入間ロータリー

クラブでは吉永章子さん石川嘉彦と準会員と

して事務局の奥田さんも会員です。 

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 


