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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生     李  秀美  様 

先週は就職セミナー参加の

為欠席しました。8 月の第 1

例会は姉に会いに行く為、第

2例会に出席いたします。 
 

＜❁会長の時間❁＞ 齋藤栄作会長 

本日臨時理事会を

招集させていただき

「西日本豪雨」の義援

金 30 万円の拠出が承

認されました。いち早

く被災地に届けるた

めに私の古くからの

友人であります。和歌山 RC樫畑直尚がバナ

ーを通じて具体的なクラブをご紹介いただ

き直接入間クラブから相手先クラブへ送金

させていただきます。相手先クラブが決定

した際には直ちに会員の皆様に経緯を含め

ご報告いたします。樫畑さんは 1996年日本

JC7200 人の頂点であるの会頭経験者です。

1987年には共に洋上スクールで中国、北京・

上海に視察旅行に行った仲間でもあります。

歴代日本 JC 会頭には 1978 年麻生太郎氏、

1980年鴻池祥肇氏、1984年齋藤斗志二氏ら

がおられます。 

さて、７月６日(金)には地域交流会に参

加し 19 団体の代表者の前で入間ロータリ

ークラブの「入間の子供たちのために」の

活動の歴史と今年度の方針を報告し公共イ

メージと認知度の向上に努めて参りました。 

 

７日(土)は陸上自衛隊、海上自衛隊、航空

自衛隊の音楽隊のコンサートに川越まで行

ってまいりました。今年度は会長年度です

ので地区の社会奉仕部門委員長はご遠慮し

たいという意向を早々にお話ししておきま

したが茂木正ガバナーから今年度地区副幹

事の委嘱状をいただきました。茂木年度の

地区大会に自衛隊のカラーを出したいので

入間基地のお膝元の入間ロータリーに白羽

の矢が立ったということです。音楽隊、講

師派遣、防衛大臣等のビデオレター等依頼

が来ても対応出来る準備はしておきます。 

10日(火)には入間南ロータリークラブへ

幹事ともに訪問して来ました。入間ロータ

リー30周年の時に私の父でもあります齋藤

金作会員が特別代表として作ったクラブで

もあります。したがって南ロータリークラ

ブも来年設立 30周年を迎えます。訪問して

みるとしっかりと 30 年の歴史のあるクラ

ブとなっておりそのクラブとしての成長ぶ

り、活気には驚きました。後日お聞きしま

したが親クラブである入間ロータリークラ

ブの会長幹事が訪問されるので出席要請が

ファックスであったそうです。また青年会

議所卒業生が多いため好意と友情にあふれ

る大変あたたかな大歓迎を受けました。入

間ロータリークラブは入間南ロータリーク

ラブだけでなく狭山ロータリークラブ、飯

能ロータリークラブの親クラブであり改め

て 60周年の歴史の重さを感じるともに、さ

らに精進して行かないとならないと強く感

じました。 
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＜幹事報告＞ 豊田義継幹事 

＜臨時理事会の協議事項＞ 

1.西日本豪雨への寄付金

について実施 

金額 300,000円承認 

手段と方法、会長の考

える２ルートを調整 

2.8月 23日例会会場 

西山荘に変更 

3.例会の出席免除対象者の対応について 

対象者に通知、意思確認後、理事会に諮る 

＜報告事項＞ 

①７/６地域交流会 ８名出席 

②７/７自衛隊合同コンサート 

③７/10入間南 RC例会 会長、幹事出席 

④７月のロータリーレート１ドル 110円 
 

●委員長報告 
＜会員増強委員会＞ 一柳達朗委員長 

今年度ガバナー、茂木ガバナーから会員

増強にあたってのお願いで、 

1、各クラブに於いて、会員数

の 10％以上の純増を達成 

2、会員増強を「増強運動」に

格上げして通年で実施 

とのお達しが来ています。入間ロータリー

クラブに於いても、全会員が常に会員増強

を意識して、1 人でも良いのでこのクラブ

に誘いたいなと思う人を見つけて頂ければ、

この目標は達成出来ると確信しています。 

その方が今年度入会しなくても 1年後、2年

後に入間ロータリークラブに入会して貰え

る様に働きかけ続けて頂ければ幸いです。 

 

＜親睦活動委員会＞ 後藤健委員長 

本日例会後、親睦の活動計

画等の話し合いを行いたいと

思います。関係者は残って下

さい。 

 

 

＜ロータリー美術館＞ 宮寺成人館長 

恒例のガバナー公式訪問で

の美術館を開催いたします。

多くの美術品のご協力よろし

くお願い致します。 

後日出品表を事務局より

FAXいたします 

 

＜滝沢文夫エレクト＞ 

ロータリーの森の清掃活動でパストガバ

ナーの石川会員と米

山記念奨学生の李秀

美さんの写真が、本日

配られましたガバナ

ー月信 6月号に掲載さ

れています。いろんな

所で活動されています。 
 

 

＜出席報告＞ 金井祐一委員

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

44名 29名 70.73％ 80.0% 

事前欠席連絡 2名 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★西日本豪雨で亡くなられた方にお悔やみ

申し上げます「木下登君」 

 

★早退いたします 

「田中快枝君、白幡英悟君」 
 

本日\3,000 累計\75,000 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

■回覧、配布物 

① RI会長テーマ ロータリー賞 冊子 

② ガバナー月信 6月号 

③ 茂木年度会員増強にあたってのお願い 

④ 2018年度秩父音頭まつり参加のご案内 

⑤ 国際交流 NEWS No.105 

⑥ 第 17回ロータリー全国囲碁大会ご案内 

⑦ 7/26ガバナー補佐訪問＆新旧役員慰労

激励会出欠表 

⑧ 8/2ガバナー公式訪問出欠表 

⑨ 6/28関谷年度最終例会会計報告 

⑩ 他クラブ例会変更のお知らせ 

⑪ 入間クラブ週報 1号 
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＜クラブ奉仕委員会＞ 忽滑谷明委員長 

基本的な活動方針

として、バリー・ラシ

ンＲＩ会長のテーマ

「インスピレーショ

ンになろう」及びＲＩ

2570 地区茂木正ガバ

ナーの地区テーマ「想

いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する」そし

て入間ＲＣ齋藤栄作会長の「感謝を込めて

地域社会奉仕の仕掛け人になろう」という

それぞれの方針の基にクラブのサポートと

強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イ

メージと認知度の向上を目指し、クラブ会

員が楽しめるクラブになるよう努めます。 

具体的な活動計画としては、会員選考、

増強委員会と協力し会員の純増５名以上を

目指します。またロータリー情報、広報委

員会と協議し、会員の MY ROTARYへのアク

セス登録を推進し、またクラブ内研修の充

実を図ります。そして、親睦活動、プログラ

ム、ロータリー美術館、出席向上各委員会

と家庭集会等で連携し、魅力ある例会を企

画し会員の退会防止に努めます。 

 

＜職業奉仕委員会＞ 繁田光委員長 

職業奉仕委員会は「あらゆる職業に携わ

る中で、奉仕の理念を

実践していく」という

職業奉仕の理念に基

に、職業を通じて社会

に貢献することを活動

の基本とする。計画と

して 4 つのテストの唱

和を通して、その倫理

を実践する。会員卓話で「我らの生業」を話

していただき、小冊子を作成できるように

まとめる。健康管理委員会を設置し、講師

卓話を通じて会員の健康管理に努めます。 

 

 

 

 

 

＜社会奉仕委員会＞ 佐藤輝武委員 

地域の人々の文化的

生活環境基準を向上さ

せるため各種の事業活

動を行う。又、公共イメ

ージを向上させるため

に地域社会に対して広

く事業展開を進める。 

活動計画として①地域社会奉仕部門の活

動を積極的に推進②ろーたりーの森清掃協

力③入間万燈まつり・地域交流会への参加 

④子どものための教育支援を行います。 

 

＜国際奉仕委員会＞ 晝間和弘委員長 

活動方針は国際理

解・親善・平和を推進

出来るように活動し

て参ります。 

活動計画としては

ロータリー財団・米山

記念奨学会への寄付

やネパール奨学里親

制度の支援を要請します。書き損じ葉書を

年に数回、書き損じ月間として集めネパー

ル学校支援に役立てます。 

１年間ご協力宜しくお願い致します。 

 

＜青少年奉仕委員会＞ 後藤賢治委員 

次世代を担う青少年の

多様なニーズを理解し、

より良い未来を確実なも

のとするために、積極的

に応援します。 

活動計画として①青少

年の健全な育成を目指

し、他の委員会及び諸団体と共に連携し、

事業活動を推進支援します②インターアク

ト年次大会や青少年指導者養成プログラム

(ライラ)等に積極的に参加します③アク

ト・ライラ・青少年交換委員会等を通じ、卓

話等で理解に努めます。 
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●五大奉仕委員長年度計画発表● 


