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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 李  秀美 様 
 

会長には一年間お世

話になりました。5/26

ロータリーの森清掃に

秩父へ行ってまいりま

した。又、6/10の学友総

会も楽しみです。19 日

には深谷ＲＣに卓話に行って来ます。 
 

★＜入会式＞ ようこそ入間ＲＣへ！ 

職業分類:総合病院 

医療法人社団宏志会(豊岡第一病院) 

理事事務部長 山根 輝彦 様 

他界した山根宏夫の三男になります。父

が亡くなりました際には沢山のお心遣い

お悔やみありがとうございました。 

このクラブの活動を通して早く皆様と

お近づき出来たらと思います。宜しくお願

い致します。 

 

ご紹介・山岸義弘会員 

ご本人も挨拶もされましたが、皆さん宜

しくお願い致します。 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
白幡英悟君   大塚拓君 

馬路宏樹君 

夫人誕生日 
友野みゆき様 森田秀子様 

摂田ヨシ子様 

結婚記念日 

摂田順一君   宮崎正文君 

大塚拓君     馬路宏樹君 

杉田宏充君 

 

＜会長の時間＞ 関谷永久会長 

「光陰如箭」本日は関谷年度の最終月の

最初の例会となりました、そして今月はロ

ータリー発足の原点であります親睦を考

えます。RIはロータリー章典にて今月をロ

ータリアンの親睦活動を多方面で推進し、

その活動を奨励する親睦活動月間として

います。 

ここでロータリー章典に付いても少し

お話をしたいと思います。 

RIの方針や手続、組織規定を知りたいと

き、ロータリアンはどの参考資料を調べる

でしょうか？ 手続要覧は優れた参考資料

ですが規定審議会の終了後、3 年に 1 度し

か出版されません。新しい手続要覧ができ

るまで、その間の RI 理事会やロータリー

財団管理委員会による改正を知りたいと

き、そのための資料がロータリー章典です。 

ロータリーのホーム・ページに改正の都

度、新しいロータリー章典が載っています。

ロータリーのバイブルとも言える手続要

覧は、白のページと黄色のページで構成さ

れています。黄色のページは定款細則など

組織規定で、白のページは理事会と管理委

員会の決定など国際ロータリーやロータ

リー財団の方針が記載されています。 

2017-2018 年度 RI 会長:イアン ライズリー RI2570 地区ガバナー: 細井保雄 会長:関谷永久 幹事:宮崎正文 

『ロータリーっていいですね!』
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扨て、今月 Fellowships Month は親睦

活動月間でありますが辞書に依ると、親睦、

友愛とは Friendship と訳して Fellowship

は Wikipediaに依ると「共同体、気のあっ

た友人・仲間或いは志を同じくする者同士

が集まった組織」と訳しています、双方で

意味に差がありますが、これは訳者の理念

に興味をそそる所です。 

私達は日頃○○親睦会とか○○懇親会

を行いますが、その意味の違いを特別意識

はしません。集まった参加者同士の親交を

深めるのを目的としている点では同じで

すが、厳密には異なる使われ方をしていま

す。「親睦」とは互いに親しみ合い、仲よ

くするという意味があります。親睦会は関

係者が集まって「単に仲良くなる」という

目的を持って話し合いがなされる場のこ

とを指します。具体的にはサークルの飲み

会・食事会・花見・2 次会などが当てはま

ります。「懇親」という言葉には、打ち解

けて親しくするという意味があります。 

主に組織の中で使われる言葉であり、親交

を深めるのに加えて、情報交換も目的とし

ています。普段は一緒には活動しない他の

部署や団体の人とも交流することで、同じ

方向性の目的の達成のために連携を強め

る狙いがあります。ロータリーでは戦略計

画の内、五つの中核的価値観があります、

その中の親睦は主にクラブ奉仕活動の範

疇です、特にクラブ例会等に於いては会員

の多様性の中でお互いの事業上の発想の

交換を通じて職業奉仕の理念を学んでい

き、自己改善をなし得る事が大きな使命で

あると思います。ロータリー活動は楽しく

なければいけない、例会も奉仕活動も楽し

くやりたい、等とよく耳にしますが、私も

同意見であります。ロータリー活動でその

影響力を実感したときに私達は誰でも人

生が変るような体験をします。この様な個

人的な体験こそがロータリーに入会し会

員として留まり続ける理由であります。楽

しめる奉仕活動で私達の人生が変る様な

体験をしましょう。 

 

＜出席報告＞ 金井祐一委員長 

事前欠席連絡 4名 

＜幹事報告＞ 宮崎正文幹事 

第 12回 定例理事会 〈協議事項〉 

1. 次年度、HP作成の件 

2. 入間市観光協会年会費支出の件 

3. 事務局・会報担当の契約更新の件 

＜報告・予定等＞Ⅰ（RC関係） 

・6月ロータリーレート 110円／＄ 

・6/10(日)次年度第 1回会員増強セミナー 

・6/10（日）2570地区 米山記念奨学学友

会総会及び 2018学年度 奨学生歓迎会 

・6/14(木）第 3グループ新旧会長幹事会 

・6/17(日)2017～18年度 年度末地区役

員合同会議 

（RC以外） 

・6/10(日)第 24回わんぱく相撲入間大会 

・6/25(月)社会福祉協議会評議員会 

・7/6(金）地域交流研修会 

・7/7(土)陸･海･空自衛隊合同コンサート 

 

●委員長報告 
＜会報・雑誌委員会＞ 吉沢誠十委員長 

〇横書き 

P 6 全国の植樹活動 ライズリー会長の

提唱を受け｢一人一本の木を植えよう｣ 

P28 地区大会略報 2570地区 

〇縦書き 

P18 卓話の泉 ブルーライトにご注意 

  愛媛大学長大幡様 

P17 サイコパス 横浜西ＲＣ 澤村会員 

P20 柳壇 

 入間南ＲＣ 大野会員・斉藤定利会員 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登副ＳＡＡ 

★お世話になります「飯能ＲＣ沢辺瀞壱様」 

★小生の叙勲祝賀会に皆様においで頂き

ありがとうございます「山岸義弘君」 

★沢辺様ようこそ入間ＲＣへ 山根さん入

会おめでとう 古川さん復帰おめでとう

「関谷永久君、宮崎正文君、齋藤金作君、

齋藤栄作木君、関根靖郎君、岩崎茂君、

吉永章子君、吉沢誠十君、晝間和弘君、

豊田義継君、馬路宏樹君、一柳達朗君、

白幡英悟君、細田浩司君」 

★先日のコンペ準優勝です「一柳達朗君」 

★古川さんお帰りなさい ヤット会報から

解放されます「奥田ひろ子君」 

★早退いたします。「友野政彦君」 

本日\68,000 累計\889,164 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43名 30名 73.17％ 71.04 
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■職業分類委員会 吉永章子委員長 

友野、宮寺の両委員と私との三人三年委

員会です。関谷年度で二名

が入会されました。2017 年

9 月に飯能資材の細田浩司

君、又 2018年 6月に医療法

人社団 宏志会の山根輝彦

君のご入会を頂き、分類を決定しました。 

細田浩司君 建築材料販売 

山根輝彦君 総合病院 

ここに至るまで 4回の委員会会議を開き、

分類に「総合病院」枠を追加致しました。

事業計画書にお示しした活動計画と実施

事項は網羅したと自負しています。候補者

推薦→増強委員会→会員選考委員会→職

業分類委員会→幹事→理事会→会員に諮

る。この過程を経て来ています。今後も未

充填部分にご協力をよろしくお願いいた

します。一年間有り難うございました。 

 

■会員選考委員会 粕谷康彦委員長 

会員に推薦するには、個人的な面から検

討し、その人格、職業上及び

社会的地位並びに、一般的

な適格性を徹底的に調査し

委員会で話し合い決定しま

す。今年度入会した会員も

何も問題点がありませんでした。優秀な人

格者である事が解り、委員会の決定を理事

会にご報告申し上げます。 

 

■会員増強委員会 山岸義弘委員長 

活動計画では女性含め 3

名でしたが、今日の山根さ

んで 2 名増強となり皆様の

ご協力があっての事。改め

て感謝申し上げます。あと

一人女性ではないのですが、計画中です。 

 

■ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

昨年度に続き委員長を遣

らせていただき、前半は何

もできませんでしたが、後

半になりまして、2 月と 5

月に 2回ほど活動すること

が出来ました。好意と友情でお許し下さい。 

一年間ありがとうございました。 

■出席向上委員会 金井祐一委員長 

まだ 3 回ほど例会がありますので、是非

全体的の出席率向上によろ

しくご協力お願い致します。

あと今年度目標を掲げたこ

とが出来ませんでしたので、

次年度の委員長白幡さんに

頑張っていただけたらと思います。 

 

■会報・雑誌委員会 吉沢誠十委員長 

①会報について 

週報を手にしてもらう為

1.文字を大きく 2.題字の

バックの色を数か月ごとに

変える 3.なるべく写真を

多く使用し見て理解してもらう様にした。 

②ロータリーの友について 

1.皆様に必要とされるもの又、興味を持

ってもらう様なものの紹介を中心に行っ

た 2.ロータリー友委員会委員長の今年に

かける思い出を感じることが出来た。 

委員長に指名頂き読んだ事のない雑誌

を毎月熟読させていただき素晴らしさを

感じた一年でした。皆様も機会があれば読

んでください。 

 

■親睦活動委員会 木下登委員長 

会員旅行は数が集まらず

中止となりました事は残念

でしたが、3月 15日にロー

タリー美術館の水村館長と

合同で久保田一竹美術館と

鐘山苑での食事とお茶をいただき、帰りに

はバスの中で時間が足りない程、カラオケ

も楽しみ素晴らしい旅行となりました。 

6月 28日の高尾山「うかい鳥山」での最

終例会には是非盛大に行いたいと思って

おりますので、ご家族も含めての参加宜し

くお願い致します。最後に各親睦委員のご

協力に感謝致します。 

 

■プログラム委員会 細淵克則委員長 

プログラムを 50 回埋め

る事は委員長だけでは大

変ですので、今年は会員の

ご協力を頂いて、例会自体

を企画してもらいました。

■■■第６回クラブ協議会■■■ 
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その結果色々な方々のお話が聞けて有意

義になったのではないでしょうか。又、今

までは一回も家庭集会を開かない委員会

もありましたが、例会の企画を話し合う上

での家庭集会に結び付いたのではないか

と思います。ご協力を頂きまして誠にあり

がとうございました。 

 

■広報委員会 大野賢次委員長 

広報委員会はロータリーの活動を外に対

して発表する委員会ですが、

一年間を振り返って難しか

ったと感じています。万燈

まつりにはパネルを新しく

して米山奨学生の李秀美さ

んの協力で大々的に来場者発表しました。

また、入間市社会協議会への軽トラック寄

贈を入間市広報誌に載せたことが今年一

番の大きな活動となりました。中々ですね

各種媒体を有効に活用してロータリー活

動をＰＲすることは大変だと思いました。

一年間皆様方のご協力に感謝いたします。 

 

■ロータリー美術館 水村雅啓館長 

齋藤金作名誉会員が骨折で途中離脱いた

しましたが今日を迎えることが出来まし

た。会員さんが持っている

美術品の鑑賞は、8月 3日ガ

バナー訪問の時、1 月 11 日

入間市長年頭挨拶を頂いた

時に行いました。一月の時

には金作さんが来れないと

お聞きし、ドキドキしましたが、例年通り

に干支の作品を出していただき安心いた

しました。 

親睦委員会との合同日帰り美術館も無

事に楽しく帰ってこれ協賛が出来ました。

又、家庭集会も二回行われ活発に活動でき

た美術館ですた。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

■健康管理委員会 後藤健委員長 

私は注射が嫌いなのです

が、山根先生にインフルエ

ンザの予防接種をしてもら

い元気に過ごしております。

又、骨粗鬆症のお話を聞け

なかったことは大変に残念

でした。結びに山根先生のご冥福をお祈り

するとともに、新会員の山根さんの入会を

歓迎いたします。ありがとうございました。 

 

■ロータリー財団委員会 白幡英悟委員長 

恒例のご寄付を頂き無事

財団に納めることができま

した。補助金関係では社共

への軽トラック寄贈と継続

中の被災したネパール学校

の支援があります。奨学生

須山さんにイタリアからのビデオレター

を発表して頂きました。一年間ありがとう

ございました。 

 

■米山記念奨学委員会 一柳達朗委員長 

米山記念奨学の李秀美

さんが積極的に例会や活

動に参加して入間クラブ

に溶け込む事が出来たの

ではないかと思います。又、

新しい米山奨学生と共に

盛り上げていきたいと思います。反省点は

家庭集会を一回も開けなかったことです。

来年度 7月からも一生懸命頑張って参りま

すので宜しくお願いします。 

 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 5月号 

② ロータリーの友 5月号 

③ 関谷年度最終例会出欠表 

④ クラブ週報 43号、 

⑤ 他クラブ週報・次年度理事、例会変更の

お知らせ 

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 

 


