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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ 

会長 大河内 隆敞様 

私は 2000年の 2月にロータ

リーに入会 17 年になります。

南ロータリーのテーマは「ロ

ータリーに個性を」です。一年

間宜しくお願い致します。 

幹事 齊藤 定利様 

テーマである個性のお話が

ありましたが、個性薄い会長

と幹事ではありますが、個性

を生かし一年間頑張りますの

で宜しくお願い致します。 

 

バッチ交換 

 関谷前会長から齋藤新会長へ 

 
 

＜❁会長の時間❁＞ 齋藤栄作会長 

自己紹介をさせていただきます。 

1959年１月23日生まれ猪年 満59歳です。

豊岡教会にあっためぐみ幼稚園、入間市立

豊岡小学校、入間市立豊岡中学校を地元で

過ごし新宿区早稲田鶴巻町の私立早稲田実 

 

業学校高等部に入学しました。ここから大

きく人生が変わった気がします。府中から

入学した小室哲哉と出会い高校時代は高田

馬場にあったライブスポット PEOPLE に出

演し当時雑誌形態であったピアの常連とし

て掲載されていました。青春のワンシーン

です。 

大学は獨協大学経済学部に進み卒業後家

業である丸大観光に入社しました。取締役、

専務取締役と歴任し、1999 年父が 70 歳で

引退したと同時に 40 歳の時に丸大観光株

式会社、丸大トラベル株式会社、豊岡丸大

タクシー有限会社、の代表取締役社長に就

任しました。28歳の時に設立した株式会社

豊岡大黒屋を含め４社をビッグ・サークル・

グループとしてマネージメントを行ってい

ます。現在社長に就任してから 19年が経過

しましたが、観光バスの保有台数は 20台か

ら 180台に届く台数となり埼玉県、東京都、

神奈川県に営業所を持って主として特別支

援学校を中心としたスクールバスの運行を

行っています。 

家族は４人家族となりますが長男、長女

ともに今年の４月から社会人として巣立っ

てゆきましたので夫婦で出来る共通の趣味

としてゴルフを楽しんでいます。 

その他の所属団体として、所沢法人会副会

長入間支部長、入間・狭山警察官友の会副

会長、入間基地退職者雇用協議会副会長等

多忙な日々を送っております。 

皆様のお力を借りて１年間頑張って参り

ますので宜しくお願いいたします。 

2018-2019 RI会長:バリーラシン RI2570地区ガバナー:茂木正 会長:齋藤栄作 幹事:豊田義継 

Rotary
第 2570地区

 

 

第 1号 ３０２９回例会 ２０１8年 7月  5日（木） 

 



2 

＜幹事報告＞ 豊田義継幹事 

第 1回定例理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.田中市長を名誉会員にする件 

2.7，8月のプログラム 

3.恒久基金、年 30＄以上 上期･下期食事

費より飢餓ランチとして支払う 

4.前年度最終例会会計報告 

5.2018年クラブ請求書に含まれる規定審議

会変更の件 1.5＄→1＄ 

6.入間市少年野球夏季大会（7月 29日） 

御祝五千円の件、毎年ニコニコより拠出 

7.出席規定の適用免除申請、摂田順一会員 

8.事務局夏季休暇 8月 13.15.16日とする 

その他 

①定款に明記されている理事会の議事録を

60日以内に書面をもって会員に伝える件

は今年度より実施することを決定した。 

＜報告・予定等＞ 

・7/8（日）米山記念奨学部門セミナー 

・7/22(日) 職業奉仕部門セミナー 

・7/29(日) 社会奉仕部門セミナー 

・8/10(金) インターアクト年次大会 

・RLIセミナー予定日 9/8 11/24 1/19 

・7/6（金）地域交流研修会 

・7/25(水)入間基地創設 60周年記念納涼祭 

・7/29(日)入間市少年野球夏季大会 

＜お願い事項＞ 

・上期分の年会費の入金のお願い 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
齋藤金作君 吉永章子君 

田中快枝君 

夫人誕生日 
杉田理加様 石川桂子様 

一柳千文様 

結婚記念日 後藤健君  吉沢誠十君 

 
 

 

＜出席報告＞ 白幡英悟委員長

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

44名 34名 79.06％ 70.0% 

事前欠席連絡 2名 

 

 

 

 

 

 

●委員長報告 
＜会報・雑誌委員会＞ 忽滑谷明会員 
〇横書き 

P 3 ロータリーの友について 

ロータリーの友委員会 片山主水委員長 

P 7～24 ＲＩバリーラシン会長 

 P26 ガバナーの横顔 2570地区茂木正ガバナー 

 P45 ロータリー文庫 

〇縦書き 

 P16 台北艋舺ＲＣと鶴ヶ島ＲＣで親善交流 

銀製の品になります。 

 P20 俳句 日高ＲＣ 清水氏・高木氏 

   川柳 入間南ＲＣ 大野氏・荻野氏 

 P26 ロータリーアットワーク 

   2770地区第 7グループＩＭ記事 

 

＜プログラム委員会＞ 馬路宏樹委員長 
本日の理事会においてプログラムの変更が

あったのでお知らせいたします。 

8 月 2 日「ガバナー公式訪問」は武蔵クラブに

て行います。8 月 9 日は夜間例会となり、会員

増強「オブザーバー出席例会」場所は丸広バン

ケットにて行います。また、8月 23日は通常の

例会で職業奉仕「我らの生業」となります。 

8月 30日の「納涼例会」は 18時 30分から「と

うふ屋うかい大和田店」を予定しております。 

 

＜広報委員会＞ 金井祐一委員長 

前回の夜間例会より写真を撮って、

Facebookのページを作っています。 

興味のある方は「入間ロータリークラブ」

で検索を掛けてご覧になってください。 

 

＜米山奨学生について＞ 一柳達朗会員 

奨学生の李さんのカウンセラーとしてご

報告いたします。本日は留学生の為の就職

説明会があり例会欠席となっています。又

8 月の第 1 例会は帰国の為に欠席との事で

す。宜しくお願い致します。 
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＜齋藤栄作会長挨拶＞ 

年度計画書については

工夫を凝らして作成しま

したので常に傍らにおい

て活用していただくこと

をお願いします。 

入間ロータリークラブ

は 60年間入間市に育まれ

て存在してきた事に感謝し、会長テーマを

「感謝を込めて地域社会奉仕の仕掛人にな

ろう」にしました。メイン事業は「入間市の

子供たちのために」新世代教育を先駆けて

推進してゆくことであり入間市の英語教育、

新世代教育を機材の寄付によって支援して

ゆくことになります。入間市の教育関係者

の勇気となり他団体へのインスピレーショ

インになり地域に良い変化を作り出すこと

が目的です。更に持続可能性と大きな変化

を生むために私たちの行動が入間市を動か

してパートナーとして同じ方向を向いて行

けるように仕掛けて参ります。 

例えば同規模な入間市の予算を捻出して貰

うことへの働き掛けもその一つでしょう。 

この事により私たちのプロジェクトが速度

を増して行きます。 

RIの会長方針「インスピレーションにな

ろう」を的確に実行し、実績を出して行き

ます。またロータリー戦略計画の一つであ

る「公共イメージと認知度の向上」も常に

取り入れてゆきます。出席率の向上のため

に夜間例会、我らの生業例会、プログラム

の充実、日帰り旅行の充実を図っています。

会員が楽しくロータリー活動が出来るため

の具体的な方法は出席と親睦と信頼にある

と考えます。常に会長とし意識すべき言葉

は「四つのテスト」であると思います。 

 

＜豊田義継幹事挨拶＞ 

今年度、幹事を務めるこ

とになりました。一年間皆

様のご協力をお願い申し

上げます。 

ここ数ヶ月会員の方から

大変な年(ＩＭ)の幹事に

なったね、とか齋藤年度の幹事は豊田さん

にピッタリだね、とか慰めの言葉かお誉め

の言葉かわかりませんが頂きました。 

私は幹事を遣るなら齋藤年度に遣りたいと

考えていましたので幹事指名に感謝してい

る次第です。そして強いリーダーシップを

持った会長の下での幹事なので、やりがい

があると思っています。 

ことわざに【駕籠に乗る人担ぐ人そのま

た草鞋を作る人】という言葉があります。

それぞれ人には与えられた立場がありそれ

に向かって一生懸命取り組んでいくという

意味だと思います。幹事は会長を担ぐ立場

でありますので幹事職を全うしたいと考え

ております。 

又、ロータリーのようなボランティア組

織では定款や内規を守っていかなければ会

の運営が上手く行かないと考えております

ので、この点を今年度の幹事としてしっか

り守っていきたいと思っております。何卒

よろしくお願い申し上げます。 

 

＜木下登ＳＡＡ挨拶＞ 

皆さんこんにちは、本年

度ＳＡＡを務めさせて頂

きます木下です。 

私が入間ロ-タリークラ

ブに入会したきっかけは、

弊社に何回も齋藤栄作会

長が、熱心に入間クラブの話を丁寧にシッ

カリ話に来ました。同席していた家内の方

が、その気になってしまい、入会する事に

なったわけです。その後、地区社会奉仕委

員会にも出向して齋藤栄作会長の下でロー

タリークラブの社会奉仕活動がだいぶ解る

ようになり、今年度はＳＡＡをやらせて頂

くことになりました。 

齋藤栄作会長のメインテーマである「感

謝をこめて地域社会奉仕の仕掛人になろう」

に沿って規律正しく、会員が参加しやすく

なる例会になるよう努めて行きます。また、

ニコニコＢＯＸの資金は特別会計としての

財源ですので、会員の皆さんの絶大なるご

協力を宜しくお願いします。そして、来訪

者に対するお迎えする気持と、会長・幹事・

各委員長とのコミュニケーションを図り、

各事業・行事の円滑な進行に努力し齋藤栄

作会長の裏方として全力で取り組んでまい

りますので、一年間宜しくお願いします。 
 

■■■2018～2019会長･幹事･ＳＡＡ挨拶■■■ 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★宜しくお願い致します。「入間南ＲＣ大河

内隆敞様、齊藤定利様」 

 

★入間南ＲＣ大河内会長・齊藤幹事ようこそ。

齋藤新会長、豊田新幹事一年間思う存分活躍

してください 宜しくお願いします。 

｢石川嘉彦君,岩崎茂君,吉永章子君,滝沢

文夫君,後藤賢治君,後藤健君,田中快枝

君,一柳達朗君,細田浩司君｣ 

 

★関谷年度最終例会には私の代理に家内が

参加させていただきお世話になりました。 

「岩崎茂君」 
 

★間野さん、田中さんご無沙汰しております。

例会で久しぶりに会え本当にうれしいです。

「吉沢誠十君、繁田光君、晝間和弘君」 

 
 

★大変ご迷惑をお掛け致しました。少しで

も出席できるよう頑張ります。 

 「間野尚君」 

 

 

 

 

 

★7 月より復帰です。今年度もよろしくお

願い致します。 
 「田中快枝君」 

 

★最終例会には沢山の出席ありがとうござ

います。 
「関谷永久君」 

 

★入間南ＲＣ大河内会長・齊藤幹事ようこそ入

間クラブへ。一年間宜しくお願いします。 

「齋藤栄作君」 
 

★入間南ＲＣ大河内会長・齊藤幹事ようこそ。 

今年幹事を務めます 皆様のご協力よろしく

お願いします。 

 「豊田義継君」 

 

★入間南ＲＣ大河内会長・齊藤幹事ようこそ今

年度ＳＡＡを務めます宜しくお願いします。 

 「木下登君」 

 

本日\72,000 累計\72,000 

 
 

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  ■会報委員長：水村雅啓 

 


