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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ 

幹事 齊藤 定利 様 

 粕谷 武司 様 
 

＜❁会長の時間❁＞ 齋藤栄作会長 

皆様、お盆をどの

様にお過ごしにな

られましたか？私

は父に勧められ 16

日早朝、菩提寺にお

塔婆をいただきに

あがりました。本堂

にて住職、副住職を

はじめ近隣のお坊

様達、総勢 10名余りの祈祷は感動するもの

でした。当クラブの馬路会員も僧侶として

お手伝いをされており例会上とは少々違う

馬路さんを拝見できました。お塔婆を先祖

に感謝をしながらお墓に納めて参りました。 

私の会社の職業奉仕として 8 月 3 日狭山

警察署においてタクシー、バス車両に装備

するドライブレコーダーを使用した警察捜

査への協力に対しての調印式と出陳式を行

いました。｢旅客運送事業を通して社会に貢

献する｣のが私の会社の理念・テーマです。 

天皇陛下は本日軽井沢にて皇后陛下共に

静養をされております。その後毎年恒例の

草津夏季国際アカデミー＆フェステイバル

にお出かけになります。平成最後の終戦記

念日とか、平成最後の～とマスコミが多用

していますが皆様は何か意識して平成最後

の～をしていますか？ 

 

さて、8月は会員増強月間であります。本

日は入会候補者例会と言うことで会員の皆

様に一緒にロータリー活動をしたいと思う

人を一人でもお連れいただきたいとお願い

した例会であります。入間ロータリーをま

たロータリー活動そのものを皆さんに知っ

てもらいたいのです。知ってもらったうえ

で共に活動をしてゆきたいという願いで企

画した例会であります。入間ロータリーク

ラブの増強運動は増強対象者を共にロータ

リー活動をしてゆきたい人にターゲットを

絞り込んでいます。そうです人数を増やせ

ば良いという増強ではないのです。本日は

お客様として入間南ロータリークラブより

幹事の齋藤定利様、粕谷様がお見えになっ

ています。パストガバナーとお話した際に

入間の二つのロータリーの会員構成は素晴

らしいですねと言われました。川越なども

そうですが親クラブに多くのメンバーが集

中し、子クラブは 10名程度になってしまっ

ているクラブ構成が多いのです。入間ロー

タリークラブ(44 名)は本年度で 60 年の歴

史を重ねました 30 周年を迎えた時に齋藤

金作特別代表より作られたのが入間南ロー

タリークラブ(43名)ですから入間南ロータ

リークラブも 30周年を迎えます。入間市で

ロータリーの増強運動を行うと二つのクラ

ブから誘いを受けている人が少なくありま

せん。互いのクラブがロータリーの魅力、

自分のクラブの魅力を伝え最後に入会候補

者がその魅力を選択できるようになればよ

り素晴らしい増強運動ができると思います。

魅力あるクラブ作りが常に必要です。 
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入会候補者紹介： 
✿紹介者  齋藤栄作会長 

(株)カワムラ 代表取締役 河村佳樹 様 

齋藤栄作会長とは竹馬の友

で貴重な時間を過ごした仲で

す。最近では地域交流研修会で

も地域の子どもたちにご協力

していただいております。 
 

(有)豊岡書房  代表取締役 桑田五郎 様 

入間基地の中で書店を営業

しております。今日初めて会場

西山荘に入らせて頂き素晴ら

しくて驚きました。 

 

(株)ヤマトウ  代表取締役  山畑雅浩 様 

 尊敬いたしております河村

先輩が入会いたしましたら、考

えさせていただきます。これか

らもよろしくお願い致します。 

 

(有)菅野電機 代表取締役  菅野茂実 様 

 貴重な体験ありがとうござ

います。終わりのない会の様で 

もう少し考えさせてください。 

 
 

(株)ケーロッド代表取締役 久礼亮一  様 

 久々にお会いした方、初め

ての方にパワーを感じていま

す。今後皆さまと一緒に街つ

くりが出来ればと思います。 

 

翠松園(株)    取締役   吉 田 勉  様 

 皆様とゆっくりゆっくり入

会を考えさせていただければ

と考えております。宜しくお願

い致します。 

 

✿紹介者  滝沢文雄会長エレクト 

(株)ヒロ建工 代表取締役 吉沢広司 様 

馬路さんとはご近所でいつ

もお世話になっています。今日

は聞きなれない言葉もあり、お

話を聞かせていただき勉強さ

せてもらいます。 

 

「ロータリーの魅力」というテーマで昨年

度まで 2 年間 2570 地区のクラブ奉仕部門

委員長をしていた水村雅啓会員より 20 分

程度卓話をいただきます。 

その前に基礎的な概略を会

長の私のほうからお話して

おきます。 

20 世紀の初頭著しい社会

経済の発展の陰で商業道徳の欠如が目に付

くようになり、お互いに信頼のできる公正

な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま

親友関係にまで発展するような仲間を増や

したいという趣旨で 1905 年 2 月 23 日にシ

カゴロータリークラブが誕生しました。

2018 年 5 月 30 日現在 200 以上の国と地域

に広がり、クラブ数 35、887、会員数

1,237,694 人に達しています。歴史的に見

てロータリーとは職業倫理を重んじる実業

人、専門職業人の集まりです。日本では最

初のロータリークラブが 1920年 10月 20日

に創立された東京ロータリークラブで 1921

年 4 月 1 日に世界で 855 番目のクラブとし

て国際ロータリーに加盟が承認されました。

2018 年 4 月末現在クラブ数 2,265 クラブ、

会員数 89,544人です。 

本日斉唱されました 4 つのテストはロー

タリアンの基本で、言行はこれに照らして

からといわれます。 

１：真実かどうか 

２：みんなに公平か、 

３：好意と友情を深めるか 

４：みんなのためになるかどうかです。 

今年度の RI会長「バリー・ラシン」BARRY 

RASSIN 氏のメッセージ・テーマはインスピ

レーションになろうです。「ロータリアン

が人々の心を鼓舞して社会奉仕のお手本に

なろう」というイメージです。最後にロー

タリーとその未来に向けた私たちの大志を

現した新しいビジョン声明をお伝えして水

村会員にバトンタッチします。 

「私たちロータリアンは世界で、地域社

会で、そして自分自身の中で、持続可能な

良い変化を生むために、人々が手を取り合

って行動する世界を目指しています。」 

８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。 

入会候補者の皆さまとご一緒に例会を開催 
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「ロータリーの魅力」 
2017-18地区クラブ奉仕委員長  

水村雅啓会員 

 

本日は、たくさんの

会員候補者(?)の皆様

が例会を体験してい

ただきました。誠にあ

りがとうございまし

た。是非、入間クラブ

に入会していただき

たいと思います。 

 さて、私が入会したのは今から 25 年前、

会員の友人からしつこく(?)誘われて入会

いたしました。やはり、「しつこく」でない

と入りませんね！当時は、私の同世代の方

も沢山おりました。入退会者も多い時代で

したが、60人前後の会員数で推移していま

した。現在 44人と減少してはいますが、多

くの友人ができ、毎週木曜日に何気に顔を

合わせ、言葉を交わすことで、いざ困った

ときや相談事があるときには信頼出来る仲

間がいることに有難さを感じています。 

ロータリーは世界に 120万人、日本では、

約９万人の会員がいます。1905 年 2 月 23

日、シカゴでポール・ハリスが 3 人の仲間

と最初に会合を開いたのがロータリーの始

まりです。当時シカゴは、著しい社会経済

の発展の陰で、商業道徳の欠如が目につく

ようになっていました。ポールは、殺伐と

したシカゴの大都会で、なんでも語り合え

る友人が欲しい、そしてお互いに信頼ので

きる仕事上の付き合いがそのまま親友関係

にまで発展するような仲間を増やしたい、

という思いでロータリークラブという会合

を考えました。ハリスは晩年のインタ.ビュ

ーに、ロータリークラブを創ったのは「た

だ寂しかっただけさ」と答えています。そ

のような意味で、ロータリーの誕生は、”人

の暖かさを求める”「親睦」にあったと言え

ます。初期の定款に「通常の社交クラブに

付随する親睦及びその他必要とする事業の

推進」とあります。ですから、組織の求心力

となるのは親睦であると考えます。 親睦の

基本は例会出席です。 それを支えるのが楽

しい例会であり、楽しい親睦活動であると

考えています。 

 

 ロータリーはその後の発展の過程で、職

業人の親睦一辺倒では、職業を持たない一

般社会の人たちはどうなるのか、お世話に

なった地域社会に何らの恩返しもしないで

よいのか、という壁にぶつかりました。そ

して、クラブは「親睦派」と「奉仕派」の対

立を生みました。ポール・ハリスは、「クラ

ブの行き方を変えよう」と、親睦のエネル

ギーを世のためと人のために使おうと考え

るに至ります。ロータリー最初の社会奉仕

は、公衆トイレの設置事業でした。当時シ

カゴ中心部には、公衆トイレがなく、シカ

ゴの人々は不便な思いをしていたそうです。

シカゴロータリークラブは、市民団体代表

を集め、公衆トイレ建設委員会を設立し、

行政当局とかけあい、２つの公衆トイレを

作ったのでした。 

 

ロータリーの活動の中で｢親睦」と「奉仕」

という言葉は、とても多く使われますが、

大変重要で奥の深いものです。ロータリー・

ライフの一つの柱はクラブ内の活動を通じ

て行われる［親睦］すなわち例会であり、も

う一つの柱は、クラブ外で個々のロータリ

アンによって、家庭、職場、地域社会、国際

社会に対して行う［奉仕活動］です。 

 ロータリーの魅力は、楽しく、ためにな

る例会で奉仕の心と友情を育み、学んだこ

とを社会に奉仕の形で実践することだと思

います。入会候補者の皆様も私たちと一緒

に活動いたしましょう。会員一同心からお

待ちしています。 
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＜幹事報告＞ 豊田義継幹事 

1.新入会員候補者 7名の実りあ

る成果を期待しております。 

2.米山記念奨学会普通寄付金 

 2,000 円×44名=88,000円 

 振込完了 

3.ロータリー財団寄付金  

 年次基金   上半期 25＄ 

 ポリオプラス 上半期 15＄ 

 8,9月に振り込み 

4.8月 30日納涼例会 20名出席 

5.9月 20日予定の日帰り旅行と美術館に

ついて、本日例会後親睦委員会で具体的

な内容を決定します。多くの皆様の参加

をお願いします。 

 

●滝沢文夫エレクト 

 先日のガバナー訪問の時に会員増強は、

入会を希望されるのではなく、此方から何

度も是非是非お願いに伺いなさいと話され

ていました。宜しくお願い致します。 
 

●委員長報告 
＜親睦活動委員会＞ 吉岡信人委員 

 本日例会後、親睦活動委員会の家庭集会

を行いますので、宜しくお願い致します。 
 

＜プログラム委員会＞ 馬路宏樹委員長 

 8月 30日は納涼夜間例会です。送迎の

バス時刻を事務局より出席の方々に FAXい

たします。宜しくお願いします。 
 

＜青少年奉仕委員会＞ 宮崎正文委員長 

8/10(金)川越市星野高等学校での第 52

回インターアクトクラブ年次大会に後藤賢

治会員と共に出席してきました。 

当日は開会後、出席ロータリークラブ及び

中･高校（大妻嵐山、狭山ヶ丘、正智深谷、

西武学園文理、細田学園、星野）の紹介の

後、各中･高校のインターアクトクラブより

活動報告がありました。その後、元 NHK プ

ロデューサーの堤和彦氏による講演があり、

終了後班別に分かれ、討議を行い、発表後

閉会となりました。 

 

＜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 29名 70.73％ 73.17% 

事前欠席連絡 14 名 
 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★本日は多くのゲストを迎えて楽しい例会

になり、ありがとうございます。 

「齋藤栄作君、豊田義継君、滝沢文夫君、

木下登君」 

★どちらからのメーキャップですかと言わ

れそうな程長い休みを頂きました。今後

もよろしくお願いします。 

「西山祐三君」 

★皆様入会を前向きにご検討ください。 

「杉田宏充君」 

★入会候補者の皆さんようこそ入間 RC へ。 

「一柳達朗君」 

本日\11,000   累計\143,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① 入間市女子ゴルフ大会ご案内 

② ハイライトよねやま Vol.221 

③ 米山梅吉記念館館報 Vol.32 その他 

④ 9/20 日帰り旅行・R美術館出欠表 

⑤ 8/30 納涼夜間例会出欠表 

⑥ 8/30 入間 RC第 1回ゴルフ会出欠表 

⑦ 入間 RC週報 6号 

 
 

 

発行 入間ロータリークラブ 
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■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 

 


