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第 24号 3004回例会 ２０１8年 1月 11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     李  秀美  様 

 

お正月に初めて浅草に

参り、楽しくて嬉しかった

です。奨学金は今年も大事

に使いますので、皆様宜し

くお願い致します。 
 

＜会長の時間＞ 関谷永久会長 
国際ロータリーでは

一月を職業奉仕月間と

決めています、ロータリ

ーの最初の一歩はポー

ルハリスと共に仲の良

い気の合う四人の職業

人の集まりでした。職業

奉仕が年の初めに掲げられているのはそ

れがロータリー活動の根幹であるからで

はないかと思います。創立以来 113年を経

過したロータリーは 1923 年セントルイス

大会の 23-34決議以後になって奉仕の理念

とその実践を標榜しています。 

歴史的にシェルドンの経営科学は職業

奉仕が支柱でありますがシェルドンと良

く比べられるのが同じオーストリア学派

のケインズとかピーター・ドラッカーです。

前者は経営改革は経営者自らが行う職業

奉仕から生まれると言っていますが後者

二人は経営改革₍経済改革)は政府によっ

て行われる政策と言っています、不況時

1930 年代にアメリカ政府の取ってきたニ

ューデール政策そのものでした。 

 

ピーター・ドラッカー「明日を支配する 

もの、21世紀のマネジメント革命」では朝

活や交流会などで名刺交換をするときに

「実は私こんなこともやっています」と二

枚目の名刺を差し出す人が増えています。

世の中組織よりも人間の寿命のほうが長

くなった時代の生き方の一つとして『パラ

レルキャリア』を実践している人です。パ

ラレルキャリアが注目されているのは一

人が一つの会社に 40 年以上も所属するス

タイルに捉われなくなってきたためです。 

働き方が多様化し社外にも活動の場所

を持つことで可能性を見出し自己表現を

果たしたいと思う人が増えています。今で

も自己実現欲求を満たす為出世はビジネ

スパーソンが大成するための手段である

ことに変わりはありませんがパラレルキ

ャリアを実践する人にとって、自己実現の

場所は本業の会社ではなく、地域おこしの

為に NPO等に参加して汗をかいたり、プロ

ボノとして自分が持っている能力を社会

に還元したりと、第二の仕事で自己実現を

果たしたい人が増えてきました。この様に

21 世紀のビジネスパーソンの生き方は自

己実現のため多様化してきました。それで

は私達ロータリアンが出来る事での自己

実現としてはクラブ奉仕で培った奉仕の

心を生かして各々の奉仕活動を実施実践

する事です、その実現を後押しサポートす

るものは世界 122万ロータリアンの集合の

力と実現できる資金が有ります。リソース

の活用で世の中の支援が必要な見知らぬ

人、地域にも変化をもたらします。 

 

『今日もロータリーしましょう!』 

2017-18 年度 RＩテーマ 

ロータリー： 

変化をもたらす 



2 

■■■ 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。先日

は社協に車を頂戴いたしまして感謝申し

上げます。有効に使わせていただきます。 

「笑顔と挨拶のできるまち」元気な街にな

るようにと思っております。是非とも忘れ

ず気をつけて頂きご協力お願いします。 

新しい年ですので、良い事からご報告い

たします。入間市出身（扇小学校卒）の作

詞作曲編曲家 杉山勝彦さんが、第 59回日

本レコード大賞で見事作曲賞を受賞しま

した。杉山勝彦さんは乃木坂 46 や中島美

嘉、家入レオが唄う数多くのヒット曲を世

に送り出すほか、現在入間市駅で流れてい

る発車メロディーの編曲にも携わってい

ます。今後の活躍が楽しみです。又、入間

市在住プロゴルファー今平周吾選手がツ

アー優勝(第 83回関西オープンゴルフ選手

競技）しました。賞金ランキングは 5位と

なり、大活躍されました。 

もう一人、入間市少年相撲クラブ出身の

北勝富士関が 11 勝 4 敗で「技能賞」を受

賞し、今年は三役に入るのではないでしょ

うか。又、春日野部屋から今年デビューす

る塚原隆明君も応援していただければと

思います。次には中央大相撲部の菅野君も

おります。 

入間市の子どもたちは元気で頑張って

いると思います。これからも環境を整えて

まいりますのでご協力お願いします。 

1月 30日から「てぃーろーど」市内循環

バスを 3 台増やし、7 台で運行する事がで

きるようになり、一時間に一本が来るよう

になりました。高齢者はじめ生活の利便性

を高めながら、

入間市の自然

や施設に行っ

ていただき楽

しんで下さい。 

昨年から入間市は「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。そのため、市政運営の長期的な方

針となる、第 6次総合計画をはじめとする、

行政改革大綱、シティセールス戦略、公共

施設のマネージメント管理計画、人口を減

らさない為の総合戦略の 5つを作りました。 

今年は 2年目となり、着実に実行できる

道筋を作っていこうと覚悟してスタート

しています。その中で難題なのは公共施設

のマネージメントと市役所と市民会館の

建て直しです。本市では昭和 40 年～60 年

代にかけて多くの公共施設を集中的に整

備してきました。そのため、現在多くの施

設が同時に老朽化し、近い将来、一斉に大

規模な改修や更新に係る需要が発生し、膨

大な事業費が必要となることが見込まれ

ます。一方で、人口減少、少子化・高齢化

の進行は、生産年齢人口（15 歳～64 歳）

の減少を招き、今後市税収入の大幅な減収

につながっていくことも予想されること

から、将来にわたって公共施設の整備に向

けられる財源は限られ、このまま全ての施

設を現在と同様に維持していくことは難

しくなっています。いずれの取り組みも、

市民の皆様を交えながら検討を進め、30年

先を見据えた公共施設の全体適正化を図

ってまいります。 

市役所の耐震化に向けては、市民会館・

中央公民館の整備と合わせて検討し、各施

設の老朽化の状況を踏まえて効率的に整

備するとともに、これから求められる市役

所の役割を踏まえて、両施設の機能を備え

た複合施設とする方向で検討しています。 

行革をしっかりと行い、市民の皆さんに

理解と負担をして頂き、市民のサービスを

高める為に努力をしてまいりますので、ご

協力ご指導よろしくお願い致します。 
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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、水村会員、滝沢会員、

吉沢会員が新年に相応しい品や、金井会

員からは 2015 年スターウォーズ展に出

品された作品を披露され、田中入間市長

と共に鑑賞しました。 

ロータリー美術館 
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≪今月のお祝い≫ 

 

 

＜幹事報告＞  宮崎正文幹事 

第 7回定例理事会 議事録〈協議事項〉 

1. 30年 3月のプログラムについて 

2. 12/14クリスマス家族会会計について 

〈報告・予定等〉 

1.2570地区ガバナーエレクトに、茂木正氏

（本庄 RC）が公表 

2.入間市社会福祉協議会に軽自動車の贈

呈式を行う予定 

3.2/18（日）第 3グループＩＭ 

4.1月のロータリーレート 1ドル／114円 

5.3000回記念バッジ未納の方は事務局迄 

6.1/5(金)入間市表彰式・新年賀詞交歓会 

1/10(水)入間基地賀詞交歓会 

1/11(木)入間市商工会賀詞交歓会 

1/16(火)武蔵中学校区「地域交流研修会」 

1/16(火)入間青年会議所賀詞交歓会 

1/23(火)入間市国際交流協会理事会、 

新年会 

1/24(水)入間万燈まつり実行委員会 

＜お願い事項＞ 

・下半期の年会費及び事業参加費不足の方

の入金のお願い 

 

●委員長報告, 
＜健康管理委員会＞ 山根宏夫委員 

インフルエンザの予防接種を 12 月に行

いましたが、今年に入って未だ薬が不足し

ております。早めのインフルエンザ対策を

皆さん家族も含めてお願いします。 

2 月 22 日に私が 50 歳以上の女性に多い

骨粗鬆症の卓話を「さくら草ホール」で分

かり易く行いますので、お母様、奥様方も

お誘いになって参加宜しくお願いします。 

＜出席報告＞ 金井祐一委員長

事前欠席連絡 3名 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝ＳＡＡ 

★明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。 

田中市長ようこそ入間 RC へ 本日はよろ

しくお願い致します。 

「関谷永久君、齋藤栄作君、宮崎正文君、

田中快枝君」 
 

★田中市長ようこそ入間クラブへ。 

「石川嘉彦君、豊田義継君」 
 

★明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。 

「杉田宏充君、細田浩司君」 
 

★週報クリスマス会に写真が載りました。 

「山根宏夫君」 
 

本日\55,000 累計\544,164 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 1月号 

② ロータリーの友 1月号 

③ 2/18第 3グループＩＭ出欠表 

④ 1/25新年会出欠席表 

⑤ 他クラブ週報 

⑥ 茶の香めーる Vol.68 

⑦ 国際交流ＮＥＷＳ No.103 

⑧ 入間市青少年派遣事業報告書 

⑨ 第 11回ライラデー報告書 

⑩ 2017-18年度 RI2570地区役員組織図 

⑪ 入間ＲＣ週報 21,22,23号 

⑫ 航空自衛隊入間基地司令年賀状 

 

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 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

44名 33名 78.57％ 70.00％ 

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：吉沢誠十 吉永章子 繁田光 間野尚 佐藤輝武 

 

 


