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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 

 

■■■クラブ年次総会■■■ 

指名委員会後、諮問委員会委員長・岩崎、委員・

齊藤(福)、摂田、石川、大野、山岸、宮寺、指名委

員長吉永にて諮問委員会を開催、第 2 号議案 入間

RC デジグネートに滝沢会員を指名しましたのでご

審議願います。 

○総会にて全会一致で承認されました。 

 

滝沢文夫会員挨拶 

2006-07年度の水村会長

の時に入会いたしました。

デジグネートとは指名さ

れた人として理解し、これ

からは行動したいと思い

ますので、宜しくお願い致

します。 

 

 

関谷永久エレクト 

次年度の五大奉仕委員長を発表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆★会長の時間  西山祐三会長 

2014年 12月までの特別月間は家族月間でありま

したが、2014年 10月 RI理事会は 12月を疾病予防

と治療月間と致しました。 

重点分野｢疾病予防と治療月間｣である 12 月を、

地域社会の医療従事者の能力向上、伝染病の伝播を

食い止め、非伝染病とそれによる合併症を減らすた

めの、疾病予防プログラム、地域社会の医療インフ

ラの改善、疾病の蔓延を防止することを目的とした、

地域住民への教育と地域動員、疾病またはケガによ

って引き起こされる身体障害の予防、疾病予防と治

療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。 

特別月間の資料を見ておりましたら、1978年には、

9 月青少年活動月間、11 月ロータリー財団月間、2

月世界理解月間、そして 4月雑誌月間と 4ヶ月の特

別月間でありました。 

2011年には、8月会員増強・拡大月間、9月新世

代月間、10 月職業奉仕月間、11 月ロータリー財団

月間、12月家族月間、1月ロータリー理解推進月間、

2月世界理解月間、3月識字率向上月間、4月雑誌月

間、そして 6月ロータリー親睦活動月間、10ヶ月の

特別月間となり、2015年からは、12月家族月間、1

月ロータリー理解推進月間、2月世界理解月間、4月

雑誌月間等４つの月間が無くなり、新たに 10 月経

済と地域社会の発展月間、12月疾病予防と治療月間、

2月平和と紛争予防/紛争解決月間、3月水と衛生月

間、4 月母子の健康月間の５つの月間が加わってお

り 11 ヶ月の特別月間となっております。又、本日

から 12月 14日（水）まで 14日間、冬の交通事故

防止運動が実施されます。師走の忙しい時期ですの

で交通事故の無いようお気を付けください。 

クラブ奉仕委員長 滝沢文夫会員 

職業奉仕委員長 岩崎茂会員 

社会奉仕委員長 馬路宏樹会員 

国際奉仕委員長 繁田光会員 

青少年奉仕委員長 晝間和弘会員 
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＜今月のお祝い＞ 

 

 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

第６回定例理事会＜協議事項＞ 

1.2月のプログラムについて 

齋藤クラブ奉仕委員長より発表 承認 

2.その他 

・入間わかくさ高等特別支援学校バスケットボール

部用ユニホームにRマークを入れる位置の報告→

場所了承 予算については見積書を提出。 

＜報告・予定等＞ 

①12/4(日)米山記念奨学部門クリスマス会・ 

第 2回カウンセラー会議→忽滑谷会員出席予定 

②12/10(土)R財団第 3回地区役員会議 

細淵会員出席予定 

③12/20(火)入間南 RCクリスマス家族会 

会長・幹事出席予定 

④12/21(水)第３回第３G会長・幹事会 

会長・幹事出席予定 

⑤12/1(木)冬の交通事故安全防止運動｢出陣式」 

雨で中止 

＜理事会以外＞ 

先週世界遺産サポーター登録を行なった方にＰＲ

用シールが事務局に届いています。 

 

●委員長報告 

会員増強委員会 細淵克則委員長 

11月 27日にロータリー財団 100周年シンポジウ

ムに行って来ました。日本全国から 850名の方々が

参加されていました。緒方貞子さんの表彰式だった

のですが、突然のご用事で参加されませんでした。 

次の日には名古屋でゾーンセミナーがあり出席

して参りました。ＲＩ会長のお話がありましたので、

冊子をお回しします。最後にポリオが中々終わらな

いのは、皆さん何故だと思いますか? 実は戸籍がな

く前段階の調査活動に時間がかかり大変だとのお

話が印象に残りました。 

 

ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

明日、中央公民館にて第 2回ロータリー情報委員

会の勉強会を行います。講師は水村地区クラブ奉仕

部門委員長にお願いしています。どうぞよろしくお

願いします。 

 

会報雑誌委員会 大野賢次委員長 

＜横組＞ 

Ｐ3・ＲＩの指定記事・ＲＩ会長のメッセージ 

「見ず知らずの人を支援する」。 

Ｐ7・奉仕、その後 

メンテナンス（アフターケア）をしましょう。 

入間クラブ・交通標語・ＬＥＤ防犯灯・       

防犯カメラ等 

Ｐ16・ロータリー日本財団の平成 27年度事業報告 

Ｐ30・｢よねやま」から広がる新しい世界 

カウンセラーと米山学友の深い絆が紹介 

＜縦組＞ 

Ｐ4・スピーチ（第 2530地区第 2分区ＩＭ講演） 

「わが社の震災復興への取り組み」 

福島ヤクルト販売(株) 代表取締役会長 

渡邊博美様 

Ｐ9・クラブを訪ねて（第 2640地区はまゆうＲＣ） 

Ｐ24・ロータリー・アットワーク 

消防自動車を寄贈・・カンボジア 4台・ 

タイ 11台＋今年 3台 

 

プログラム委員会 田中快枝委員長 
＜１月プログラム＞

 

1 月のプログラムは表記とおりです。2 月 2 日は

イニシエーションスピーチ新井誠会員、9日ＩＭ（ミ

ューズ）、16日㈱奥井組 代表取締役 奥井利幸様に

卓話をお願いしています。23日講師卓話を予定して

います。宜しくお願い致します。 

12月 22日の蕎麦例会の場所は繁田会員の西山荘

ホールで行います。お蕎麦は会長と有志の方が打っ

てくださいます。是非皆様出席宜しくお願いします。 

 

地区クラブ奉仕部門委員会 水村雅啓委員長 

昨日、地区のクラブ奉仕部門の研修で、東京ロー

タリークラブにメークアップに行って参りました。

例会には 250人程の方々が出席され、卓話の内容は

「日本にトランプ現象は起きるのか」でした。その

後ロータリーの友・文庫に表敬訪問して来ました。 

 

＜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 

43名 26名 68.4％ ------ 

事前欠席連絡 8名 

会員誕生日 

石川嘉彦君(喜寿)  忽滑谷明君 

木下登 君    滝沢文夫君 

加藤国夫君       細淵克則君 

荒井正武君    晝間和弘君 

夫人誕生日 
齋藤秀子様       西山晴世様 

宮寺美智子様   新井良枝様 

 内 容 

5日 
クラブ定款第6条第1節（C）により 

例会取り止め 

12日 
市長年頭所感  

ロータリー美術館 

19日 第 4回クラブ協議会         

26日 新年会 夜間例会 
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＜写経例会＞ 馬路宏樹会員 

昨年度まで会員の皆様に長

徳寺にお越しいただいて「坐禅

例会」をお釈迦様の「誕生」「成

道」「入滅」に合わせて 3回に

わたり行ってまいりましたが、

今回は写経を行いたいと思い

ます。写経とはお経を写すこと

で専用の写経用紙や半紙など

を使い、一般的には「般若心経」

や「観音経」などを写経します。 

神社仏閣で御朱印をいただ

く時に「納経をお願いします。」と言う場合があり

ますように御朱印をいただく時には写経を納めた

のです。その証として御朱印を押していただいたの

です。最近は御朱印が流行していますが本来の意味

も知らない方や、本堂にお参りもされない方も見受

けられます。 

さて、今回は「舎利礼文」と言うお経を写経しま

す。複数の宗派で使われているお経で、曹洞宗では

お通夜の時にお唱えし、宗祖「道元禅師」を火葬す

る際にお唱えされたとして尊重されています。 

完成した写経は各自持ち帰ってお仏壇にお供え

していただくか、不要な方は私が持ち帰って本尊様

にお供え致します。私の寺のお檀家の方で約三十年

かけて、般若心経一万巻の写経を納めた方が居られ

ます。間もなく 90 歳を迎える今も毎日一枚、夕食

後入浴して身体を清め、硯で墨をすり、半紙に向か

うのが日課だそうです。一日の終わりを落ち着いた

時間で締め括るなんて素敵な事ですね。 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝副ＳＡＡ 

山根宏夫君～埼玉りそな銀行、新井支店長入会大変

喜んでおります。益々のご発展を期待しています。 
 

友野政彦君～水村地区クラブ奉仕部門委員長達と

東京ロータリークラブにメークアップに行ってま

いりました。貴重な体験でした。 
 

齋藤栄作君～11月 27日に銀婚式を無事に迎えまし

た。加藤さん写真ありがとうございます。 
 

忽滑谷明君～山根先生予防接種有難うございます。

加藤さん写真ありがとうございます。 
 

木下登君～11/23 に入間市長より入間市技能功者表

彰を頂きました。山根先生本日はありがとうござい

ます。加藤さん写真ありがとうございます。 
 

白幡英悟君～馬路宏樹さん今日は写経例会よろし

くお願い致します。 
 

新井誠君～山根先生ありがとうございます。私は明

日勤務先でお世話になります 痛くしないで下さい。 
 

宮寺成人君、滝沢文夫君、吉岡信人君、田中快枝君

～加藤さん写真ありがとうございます。 
 

山岸義弘君、友野政彦君～早退いたします。 

本日\71,000  累計\534,500 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 12月号 

② 入間市教育委員会研修会参加のお礼 

③ 2018年～2019年度ロータリー財団海外派遣奨学

生募集ポスター掲示のお願い 

④ 12/2ロータリー情報研修会出欠席表 

⑤ 12/8クリスマス家族例会出欠席表 

⑥ 会員心集誌 

⑦ 本日の卓話資料 

⑧ 他クラブ週報 

⑨ 入間ＲＣ週報 18号 

⑩ 西山会長より「今日は何の日」 

 

 

 

 

 
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 

 


