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第 23号 ２952回例会 ２０１7年 1月 12日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入 間 市 長 田中 龍夫 様 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 
■■Ｒ財団寄付表彰 

マルチプルポールハリスフェロー２回目 

・宮寺成人会員・関谷永久会員 

■■米山功労者 

マルチプル５回目＝摂田順一会員 

２回目＝忽滑谷明会員 

■ロータリー・リーダシップ・研修会 終了証書 

(パートⅠ・Ⅱ) 

 滝沢文夫会員・忽滑谷明会員・馬路宏樹会員 

■退会のご挨拶 新井誠会員 

非常に不本意ではありますが転勤に

伴い退会となりました。短い間でござ

いましたが大変お世話になりありがと

うございました。 

☆★会長の時間 西山 祐三会長 

皆様 明けましておめ

でとうございます。今年

も宜しくお願い致します。

2017 年酉年がスタート致

しました。前年の猿年、

そして来年の干支戌年の

猿、戌の中を取持つ酉年

とも言われているようで

す。又、酉年は激しい変

動がある年のようです。1

月 20 日にはアメリカ大統領トランプ氏が就任しま

すが、どの様な動きがあるでしょうか。又、酉年の

株価は年末には年始の株価を上回っているとの話

もあります。そこで過去4回の日経平均株価を調べ

てみました。 

1969年始値1733,64銭 終値 2358,96銭 

1981年 7150,95銭 7681,84銭 

1993年 16980,23銭 17417,24銭 

2005年 11458,27銭 16111,43銭 

確かに年末の株価が高くなってました。 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 

水村雅啓君  宮寺成人君 

吉沢誠十君  齋藤栄作君 

宮崎正文君  新井格君 

夫人誕生日 大塚珠代様  後藤美智子様 

結婚記念日 山根宏夫君  山岸義弘君 

 

≪２月プログラム≫ 

 内 容 

2日 会員卓話(地区役員) 

9日 ＩＭ ミューズ 

16日 
講師卓話 

㈱奥井組 代表取締役 奥井利幸様 

23日 講師卓話 

 

1 月から、ロータリーも後半に入りインターネ

ットで何か良い資料があればと探してみました。

2570地区、クラブ設立年一覧がありました。ご存

知のかたもいらっしゃいますでしょうが、ご披露

したいと思います。 

RI承認年月日ですが 1番は川越 RC1951年 12月

14 日スポンサークラブ東京 RC,2 番は熊谷 RC1953

年 11月 13日スポンサークラブ川越 RC,3番目に当

入間RC1960年1月27日スポンサークラブ大宮RC、

日本で338番目のRCです。４番は深谷RC1962年1

月5日スポンサークラブ熊谷RC,5番は所沢RC1962

年2月5日スポンサークラブ川越RCとなってます。 

川越 RC は熊谷、所沢、東松山、小川、川越小江

戸、児玉、川越西、７RCのスポンサークラブになっ

てます。熊谷RCは深谷、本庄、秩父、行田、羽生、

寄居、熊谷西、熊谷東、熊谷籠原、９RCのスポンサ

ークラブ そして、入間 RC は飯能、狭山、入間南、

３RCのスポンサークラブ1951年の川越RC,1953年

の熊谷 RC,1960年代には入間 RC始め 15RCが増え、

70年代には13RC、80年代は10RC、90年代は11RC、

そして 2001年 1月 3日に深谷ノース RCが 2570地

区最後のRI承認年月日となってます。 

 

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 

2016-17年度 RＩテーマ 
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★幹事報告 吉沢誠十幹事 

第7回定例理事会＜協議事項＞ 

1.3月のプログラム 

2.万燈まつり 万燈反省会 クリスマス各会計 

3.入間わかくさ高等特別支援学校ユニフォーム見

積書について 

4.事務局奥田さん携帯電話貸与について→休日の

場合は緊急時のみ使用 

5.新入会員奥富様の資料提出あり・新井会員転勤に

て退会について発表あり 

＜報告・予定等＞ 

①1/29(日)第２回会員増強・公共イメージセミナー 

会長・細淵・木下会員出席予定 

② 2/9(木)第３グループI Ⅿ開催 

所沢ミューズ「小ホール」15：00～ 

③1/16(月)入間青年会議所」賀詞交歓会 

幹事出席予定 

④1/18(水)入間市商工会賀詞交歓会 

会長出席予定 

⑤1/21(土)RLI第３回セミナー 女性会館 

関谷・滝沢・忽滑谷・馬路会員出席予定 

⑥1/25(水)入間市教育委員会より感謝状贈呈式 

会長･幹事･豊田･齋藤･関谷･繁田･細淵会員出席

予定 

⑦1/26(木)入間わかくさ高等特別支援学校ユニフ

ォーム贈呈式 会長･幹事･齋藤･木下･関谷･繁田

会員出席予定 

⑧１月のロータリーレート１１６円 

●委員長報告 

会報・雑誌委員会 大野賢次委員長 

1月は職業奉仕月間 

（2016年1月から変わり、それ迄は10月であった） 

＜横組＞ 

Ｐ14・・・職業奉仕について 

（自分の職業上のスキルを生かして活動する） 

Ｐ20・・・ロータリー研究会のリポート 

2016 年 4 月に開催された規定審議会は将来のロ

ー 

タリーを見据えて非常に有意義であった。 

＜縦組＞ 

Ｐ4・・・世界に売れるmade in japan 

日本の製品は質が良く、評価が高い 

Ｐ9・・・クラブを訪ねて 

室蘭北ロータリークラブ 

Ｐ15・・・友愛の広場 

ロータリーの栄光と魅力 

 

プログラム委員会 田中快枝委員長 

3月 2日は米山記念奨学生ヴィ・クイン・チャン

さん卓話、9日は日帰り美術館、16日イニシエーシ

ョンスピーチ、23 日講師卓話所沢税務署長、30 日

第5回クラブ協議会となっております。 

健康管理委員会 山根宏夫委員長 

冬は皮膚が乾燥してカサカサになりますので、ロ

ーション、クリームを塗って保湿に心がけて下さい。

又、太陽の弱い時期はしみ取りに一番いい時です。

レザーで綺麗にとれますから整形外科を受診して

ください。年はとっても筋肉は鍛えることができま

す。ウオーキング、ジョギング、自転車、プール、

バランスボールを使ってのストレッチ等、今年は皆

さん大いに体を鍛える年にしましょう。 

社会奉仕委員会 豊田義継委員長 

本年度の社会奉仕委員会として新しい奉仕とし

て競技用のユニフォームを埼玉県立入間わかくさ

高等特別支援学校に贈呈することになりました。又、

ロータリー財団地区補助金を利用した、入間市教育

委員会への教育用タブレット端末の感謝状の贈呈

式があります。 

 

＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

43名 35名 87.80％ 76.19% 

事前欠席連絡 --名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

田中龍夫様～本日はありがとうございました。 
 

関谷永久君～田中市長ようこそ 次男が12月に男の

子を授かりました、次女が今年4月に7人目の孫を

予定しています。 
 

宮崎正文君～次女が成人式を迎えました。加藤さん

写真ありがとうございます。 
 

西山祐三君、吉沢誠十君、繁田光君、粕谷康彦君、

吉永章子君、齋藤栄作君、木下登君、一柳達朗君、

馬路宏樹君～市長にはお忙しい所を出席いただき

ありがとうございます。年頭所感楽しみにしていま

す。加藤さん写真ありがとうございます。 
 

友野政彦君～加藤さん焼き芋機お貸しいただきあ

りがとうございました 利用者、職員とも大変喜ん

でおりました。又、写真ありがとうございます。 
 

忽滑谷明君～新井支店長お世話になりました。加藤

さん写真ありがとうございます。 
 

山岸義弘君、宮寺成人君、田中快枝君、金井祐一君

～今年もよろしくお願い致します。加藤さん写真あ

りがとうございます。 
 

新井誠君～短い間、何のお役にも立てず申し訳あり

ません。 

本日\71,000  累計\624,500 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

『年頭所感』 入間市長 田中 龍夫様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あけましておめでとうございます。新年のロータ

リー美術館を拝見させていただき、知識を改めて身

につけていきたいと思いました。 

昨年は市制施行 50 周年という節目の年でありま

した。記念式典をはじめ、市民の皆様による大相撲

入間場所、万燈まつりの夜空に打ち上げられた祝賀

花火、入間の第九演奏会など、さまざまな記念事業

を実施していただき、皆様とともに祝うことができ

ましたことを心から感謝申し上げます。又、ご協力

ご支援いただき、ありがとうございました。 

「今、未来が始まるとき」をキャッチフレーズに、

次の 50 年に向けての礎を築く新たなスタートを切

りました。今日、我が国は少子化に伴う人口減少と

いう大きな時代の転換期に差しかかっています。本

市では、この人口減少問題へ対応していくため、「元

気な子どもが育つまち」を実現すべく、本格的に

様々な施策を実施してまいります。 

人口減少への対応は、行政だけでは解決が図れな

い大変難しい課題でありますので、皆様のより一層

のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。「誰もが住んでみたい、住んで良かった」と

思え、心身ともに充実した生活が営めるまちを目指

し、市政を推進してまいります。 

まず、街づくりのビジョンとして「香り豊かな緑

の文化都市」を掲げ、みんなで作る住みやすさが実

感できるまちを目指し、これから 10 年先を見据え

たまちづくりを進める「第6次入間市総合計画」を

平成 29 年度からスタートさせます。人口減少対策

としては｢入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略｣

に取り組み、「元気な子どもが育つまち」を目指し

ます。「入間市シティーセールス戦略プラン」では、

入間市の魅力を高め市内外に発信するための施策

に取り組みます。将来を見据え基本的な行政運営の

理念として策定した「入間市行政改革大綱」に基づ

き、「行政サービスの最適化」を目指し行財政運営

の効率化に努めます。行政改革の中でも、「入間市

公共施設等総合管理計画」では、30年先を見据えて

市民にとって眞に必要な施設サービスを持続的に

提供していくための公共施設の全体適正化を図っ

ていきます。 

また、これらの計画を着実に推進していくため、

29年4月1日から市の組織機構を見直し、より効率

的・効果的な組織体制へ再編し、更なる市民サービ

スの向上を目指します。水害等の災害対策を図るた

め、関係機関への要望や調整池の改善(5年以内に実

施可能となる)。快適で利便性の高い住環境の整備

事業の計画的な推進。公共交通の利便性が高いまち

をつくるため、バス輸送の既設路線の確保や路線網

の整備を図り、交通アクセスの見直し等に取り組み

ます。 

住みやすさが実感できる魅力あるまち、市民が文

化の香りを感じながら心身ともに充実した生活が

営めるまち入間市を目指して、「笑顔と挨拶のあふ

れるまちづくり」に邁進してまいる所存であります

ので、ご指導、ご支援を心からお願い申し上げます。

それでは皆様の今後益々のご健勝を祈

念し、今年も良い年であることを願っ

てご挨拶といたします。 
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■回覧、配布物 

① ガバナー月信2016年12月号 

② 国際ロータリー年次アトランタ大会のご案内 

③ ロータリーの友1月号 

④ 茶の香めーるVol.64 

⑤ バギオだよりVol.58 

⑥ バギオ基金2015年度事業報告書と寄付のお願い 

⑦ 市制施行50周年記念DVDの送付 

⑧ 愉しいオペラツアーへのお誘い(須山さんより) 

⑨ 1/26新年会出欠席表 

⑩ 2/9第3グループＩＭ出欠席表 

⑪ 国際交流ＮＥＷＳ No.99 

⑫ 第3グループＩＭ開催のご案内 

⑬ 入間わかくさ高等特別支援学校への競技用ユニ

フォーム寄贈のお知らせ 

⑭ 他クラブ週報＆変更のお知らせ 

⑮ 入間ＲＣ週報21、22号 

⑯ 年賀状 ⑰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 

 

ロータリー美術館 

 新春恒例のロータリー美術館を開催。  齋

藤金作会員所蔵の、北村西望さん作などの干

支彫刻や、吉沢会員、滝沢会員が新年に相応

しい品や、加藤会員の自作絵・写真を披露さ

れ田中入間市長と共に鑑賞しました。 


