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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生            李 秀美 様 

 

≪今月のお祝い≫ 

 

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長 
まず初めに 10 月 27

日(土)28 日(日)の万燈

祭りの参加ありがとう

ございました。会長で

ある立場上、両日とも

に 1 日中テントに常駐

させていただき参加さ

れた会員の働きを見さ

せていただきました。

感謝・感謝です。 

さて、今月 11月は「ロータリー財団月間、

5日を含む 1週間世界インターアクト週間」

です。インターアクトは 12 歳から 18 歳の

青少年のためのクラブで奉仕活動を行うこ

とによりリーダーシップのスキルを身につ

ける事を目的としています。入間南ロータ

リークラブは長年にわたり私立狭山ケ丘高

校と協力してインターアクトクラブを運営

しています。我々も機会を作って南ロータ

リークラブのインターアクト活動を視察さ

せて貰うのも良いかも知れません。新狭山

ロータリークラブ、狭山中央ロータリーク

ラブも私立西武文理高校の協力を得てイン

ターアクトクラブの活動を展開しています。 

私立高校を対象に行っているクラブは継続、

成功しているようです。 

インターアクトクラブの活動は本日配布

されたロータリーの友 28・29ページを参照

下さい。 

[ロータリー財団] 

会員の皆様からいただく財団の寄付は年

次基金、恒久基金、ポリオプラス基金の 3種

類です。ロータリーの友 11月号横組みのペ

ージ 18 ページから 27 ページまでポリ撲滅

までという記事が掲載されています。皆さ

んの財団への寄付が 30 年間でポリを常在

国の数は 125 か国から 3 ケ国に減らす事に

貢献しています。 

また我々の活動を補助してくれる補助金は

現在①地区補助金、②グローバル補助金の

2 種類であり入間ロータリークラブでは毎

年地区補助金を活用させていただいており

ます。 

ロータリー財団は 1917 年当時の会長アー

チクランプが「世界でよい事をする」基金

設立の構想を発表し創設されました。ロー

タリー財団の使命は「Doing Good in The 

Word,―世界でよいことをしよう」です。 

世界でよいことをするための指針として財

団は 6つの重点分野を明確にしています。 

①平和紛争予防・紛争解決、②疾病予防と

治療、③水と衛生、④母子の健康、⑤基本的

教育と識字率向上、⑥経済と地域社会の発

展、平和を望むロータリーの基本活動指針

がここには具体的に織り込まれています。 

会員誕生日 
関谷永久君  大野賢次君 

摂田順一君(傘寿) 

夫人誕生日 
上野良子様  馬路悦代様 

奥冨恵美子様 粕谷美代子様 

結婚記念日 

後藤賢治君  宮寺成人君 

滝沢文夫君  水村雅啓君 

細田浩司君  上野弘勝君 

森田英郎君  齋藤栄作君 

関根靖郎君 
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■会員卓話｢我等の生業｣■ 
    ✿豊田義継会員✿     
私の生業は、鉱山業で

す。地下資源を掘り出

し、鉱物が持つ物理、化

学的な特性を生かし、付

加価値をつけて、加工・

販売する仕事です。 

創業は 1902 年（明治

36年）で、今年で 116 年

目になります。私は３代目です。 

現在の鉱山は、宮城県にある金成鉱山と

埼玉県の武蔵野鉱山の２事業所です。用途

は、肥料、飼料、環境用として、利用してい

ます。創業時、日本には多くの鉱山があり

ましたが、一部上場企業の大手、三井、三

菱、住友、ジャパンエナジー等は別として、

現在まで残っている企業は、数少なくなり

ました。何故、私の会社が、明治・大正・昭

和・平成と生き残ってこられたかの理由は、

時代と共に採掘してきた鉱物とその利用方

法を変えてきたからだと思います。 

初代は、石炭と金を採掘し、販売をして

いました。２代目は、亜炭鉱物に含まれる

有機質の特性を生かし、肥料原料として有

機肥料の分野に利用しました。 

３代目の私は、同じ亜炭に

含まれる、今迄活用されてこ

なかったミネラルを活用し、

飼料添加剤として利用して

います。また、重金属を吸着

したり、水を浄化する力がありますので、

その特性を活かし、環境の分野に進出して

います。 

最後に、今後の夢をお話します。 

秩父にウイスキー会社でベンチャーウイス

キーという会社があります。この会社は、

イチローズモルトという商品名でシングル

モルトで世界一になった会社で、最近注目

され、有名になった会社です。私の会社と

イチローズモルトでウイスキー作りに欠か

せないピート（泥炭）に弊社の資源を利用

しようという研究を行なっています。数年

はかかり、どうなるかわかりませんが、こ

の夢が実現出来たら楽しいなと思っており、

実現出来たら当クラブのメンバーに、イチ

ローズモルトを１本ずつプレゼントしたい

と思っております。 

＜石川嘉彦パストカバナー＞ 

先日の万燈まつ

りに出かけ、久し

ぶりにお会いした

方もいらっしゃい

ますが、私は 3 ヶ

月入院しまして、

例会には 4 ヶ月ぶ

りです。入院しな

が木曜日になると

ロータリーの例会

に出たいなーと思っていました。。37年間

皆勤の出席でした。それが途切れましたが

又、初心に帰って皆様と一緒に歩かせてい

ただきたいと思います。「ロータリーって

いいですね」こうして皆様にお会いでして

私はロータリーに入会出来て幸せだなと思

いました。ありがとうございます。 

 

 

＜幹事報告＞ 豊田義継幹事   

＜理事会協議事項＞ 

1.12月・1月のプログラム 

2.10/18 合同例会、会計報告 

3.2019～20年度米山記念奨学生、受け入

れについて 希望する 

4.市民憲章の推進に貢献した個人・団体表

彰者候補の推薦について なし 

5.青少年交換派遣費用振込 地区に戻す 

6.交通関係の表彰について なし 

7.万燈まつりの出席（2日目のメーキャッ

プ扱い）承認 

8.ネパールのその後についての確認 

10/15に実行委員会を開き、受入方の問

題によって取り止めることにした 

9.その他 

 クリスマス例会にジトさん出席承認 

＜報告事項＞ 

Ⅰ.11/18(日)RLIセミナーDL打ち合わせ会 

  11/24(土）RLIセミナーパートⅡ 

  12/2(日)カウンセラー会議 

米山クリスマス会 

Ⅱ.11/2(金)入間表彰審査会 

  11/3(土)入間航空祭 

  11/9(金)入間万燈まつりスタッフ慰労

交流会 
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●委員長報告 
＜ロータリー美術館＞ 宮寺成人館長 

フェルメール展に

11 月 15 日に上野の

美術館に参ります。

先日チケットが届

き、今日お持ちいた

しました。午後から

出発して 15 時から

16時半のチケットで

入場鑑賞後、夕食後帰路の予定です。詳し

い内容は参加者に FAX致します。 

 次に IM の実行委員会からご報告いたし

ます。1月 20日に丸広のさくら草ホールに

て開催いたします。1時受付で、懇親会を含

めて 6 時半となっています。内容は水村さ

んの所の劇団員にロータリー創業の頃の事

を演劇してもらう内容になっています。又、 

ご報告いたします宜しくお願いします。 

 

＜親睦活動委員会＞ 後藤健委員長 

美術鑑賞の後は上野に近い、両国の割烹

「吉葉」にてちゃ

んこ料理を企画い

たしました。土俵

横の席が取れまし

たので、相撲甚句

か三味線が聞ける

かと思いますの

で、楽しみにしていてください。 

 

 

＜ロータリー情報委員会＞ 関谷永久委員 

10月 20日に紫雲閣

にてクラブ研修リー

ダーセミナーがあり

ました。粕谷委員長

の代理で参加しまし

た。第一部では高柳

地区研修委員長の

「ロータリーの現状と展望」の基調講演が

ありました、厳しい現状と今後取り組んで

いく委員長の決意を感じました。二部の栗

山副委員長は「ロータリーの原点と 2016年

規定改正とクラブ運営」の話をしました。

三部はグループ別での討論会で各クラブの

委員会の現状と問題点を話し合い、大変勉

強になりました。 

次にネパールの件を報告いたします。 

2 年前より手掛けていた当プロジェクト

は、昨年 7 月にクラブ会員含め七名でネパ

ールカトマンズに出向き,パートナークラ

ブの TripuresworRC や支援対象の KASE ス

クールを視察見分して信頼を築いて来まし

た。その後今回私達の RI 財団に申請してい

る支援プログラム GG1863194 に付いては順

調に進捗し,幾つかの訂正や追加書類提出

で一つの未充足分を除いてすべて充足する

事が出来ました。しかし、この一つの未充

足分については今回のプロジェクトではな

く、それは TripuresworRC が別のクラブと

以前に行ったグローバル補助金事業の決算

報告書などが財団へ未だに提出されていな

い事が判明しました。RI 財団のルールでは

事業が完了しても完了報告書などが財団へ

提出していなければ次の別のプロジェクト

の申請は出来ても認可は出来ないという事

です。本年 4 月頃に此のことが判明して私

達は TripuresworRC に何度も早期の報告書

の提出を催促しています。これが今の状況

であります。一般的に RI グローバル補助金

は事業終了後半年から 2 年位に掛けて追跡

調査の成果の報告が義務付けられています。

私達は外国との文化の違いで一般的にアジ

ア人の時間や約束などの考え方は勤勉な日

本人とではその感覚が緩慢と几帳面差で現

れたり感じたりします。 

私は今回を通じて外国の方と付き合う場

合その国と自国の文化や考え方の違いを理

解していかなければいけないと思いました。 

私達は 10 月 15 日に当実行委員会を開催し

て、次の様に決定し本日のクラブ理事会に

報告了承となりました。 

基本的教育と識字率の向上の趣旨に基づい

て実施する今回のプロジェクトでは KASE

スクールが教育資材などの支援が必要であ

ることに付いて私達は現地視察などで十分

承知をしています。今後同様の支援が必要

な場合は信頼のおける新たな実施国側提唱

クラブより支援の提唱をして頂きます。そ

の時援助国側クラブに当入間ロータリーク

ラブを希望された時には私達はロータリー

の奉仕と利他の心を以って真摯に対応を致

します。 

今回のグローバル補助金(GG1863194)に付

いては取り下げる事と致します。 
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万燈まつり実行委員会 滝沢文夫エレクト 

10/27,28 日間、皆

様の参加ありがとう

ございました。 

お陰様で概ね予算

通りで出来ました。

重ねてお礼申し上げ

ます。又、次週は万燈

まつり反省会になり

ますが、此方もよろしくお願いします。 

 
 

■回覧、配布物 

 

① ロータリーの友 11月号 

② ハイライトよねやま Vol.223 

③ 派遣学生 9月 10月次報告書 

④ 国際交流 NEWS No.106 

⑤ 第 31回全国ローターアクト研修会仮登

録のご案内 

⑥ 11/ 8万燈まつり反省会出欠席表 

⑦ 11/29入間 RC第 4回ゴルフ会出欠席表 

⑧ 11/29西山荘夜間例会出欠表 

⑨ 12/6インフルエンザ予防接種申し込み 

⑩ 他ロータリークラブ週報＆お知らせ 

⑪ 入間 RC週報 14,15,16号 
 

 

 

 

＜出席報告＞ 白幡英悟委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

44名 29名 70.73％ 80.00% 

事前欠席連絡 6名 
 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★皆さん万燈まつり参加ありがとうござい

ます。石川嘉彦さん元気になられて良か

ったです。 

「齋藤栄作君、豊田義継君、滝沢文夫君」 
 

★四か月振りの例会出席嬉しいです。 

「石川嘉彦君」 
 

★万燈まつりお疲れさまでした。滝沢さん

銀杏ありがとうございます。石川嘉彦 PG

元気になり良かったです。 

「木下登君」 
 

★石川嘉彦 PG無事戻ってこられて、とても

嬉しいです。これからもどうぞよろしく

お願い致します。 

「一柳達朗君」 
 

★11/4(日)入間市民会館にて狭山ヶ丘高校

吹奏楽部 OB バンド第 2 回定期演奏会を

行います。14時開演ですので、お時間が

ありましたらお越しください。 

「晝間和弘君」 
 

★妻の活動にご協力いただき有り難うござ

います。 

「馬路宏樹君」 
 

本日\62,000   累計\368,000 
 

 

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 

 


