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＜ビジター・ゲスト＞ 

入 間 市 長 田中 龍夫  様 

米山記念奨学生    李  秀美  様 
皆様あけましておめでとう

ございます。今年もよろしくお

願いします。2月には父を呼ん

で観光を計画しています。 

 

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長 

新年あけましておめでとうございます。

お陰様で会長年度も残り 6 か月となりまし

た。私も年男であり 23日に還暦を迎えます。 

今年もよろしくお願いします。 

 

本日「入間市表彰式並びに新年賀詞交歓」

が産業文化センターで行われており入間市

長が例会開始直前の到着となると思います

のでロータリー

美術館は例会後

に行います。 

さて、先ほど入

間ロータリーク

ラブを代表して

式典に参加して

感謝状の贈呈を

受けてまいりました。 

「文化・教育振興のために小中学校へ電子

黒板用プロジェクター並びに周辺器具一式

を寄贈された」と明確に式典内で発表され

ました。入間市のために貢献した多くの受

賞者の皆様・各種団体に入間ロータリーク

ラブの活動が広く周知されたことは「公共

イメージ並びに認知度の向上」に繋がった

と確信しています。また入間ロータリーク

ラブのこの寄付が入間市に予算を計上させ

る事にも繋がり行政と共に同じ方向を向い

て「入間の子供たちのために」活動ができ

ることも大きな成果であります。 

さて、1月は職業奉仕月間であります。日

本国のロータリアンにとって職業奉仕は金

看板であるとされて来ました。ロータリー

は事業家と専門職からなり仕事に対して実

直な国民性を持つ日本人にとって受け入れ

やすい部門であったことは確かでしょう。 

職業で自らを磨き、職業を通して社会貢献

をする。向上心を持ちつづける事は人間の

特権でありロータリアンのほとんどが向上

心を持ち合わせていることも職業奉仕部門

が金看板であるいわれだと思います。また、

ロータリーの創設当初から創設者のメンバ

ーの一人であるフレデリック・シェルドン

も「顧客のリピート」が商売の最も重要な

ファクターであり社会貢献がない事業は発

展しないと言っています。何歳になっても

向上心を持ち続け、仕事においては社会貢

献を常に考えられるロータリアンでありた

いと願います。 

年頭にあたり皆様のご健勝とご家族のお

幸せを心よりお祈りして会長の時間と致し

ます。 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

『年頭所感』 

   入間市長 田中 龍夫様 

 

あけましておめでとうございます。昨年

は電子黒板用プロジェクター並びに周辺器

具一式をいただき、三年間で全ての小中学

校に入れる予算にも繋がりました。教育の

現場で有効に使わせていただきます。改め

て感謝申し上げます。 

先ほど宮本武蔵のお話をされていました

が、私の好きな言葉で宮本武蔵が言ってま

す「文武両道」という言葉があります。「武」

だけではだめ「文」もちゃんと遣らなくて

は駄目。両方が揃って初めて人間だから、

人に秀でる事より、それに向かって一歩で

も二歩でも前進しながら自分の可能な能力

の限りで努力する精神を言っているのだと

思います。 

私は剣道をやっていて大事な言葉の中に

宮本武蔵が言っている、相手に対して「打

とうとも 我は思わず 打たじとも 我は思

わん 神妙の剣」という言葉があります。去

年は入間市剣道連盟 50 回記念大会があり、

その際に会員に配りました手ぬぐいに「明

鏡止水」と書かせていただきました。 

心が何か一点に集中すると全体が解らない、

だから心を無にして何でも目の前に現れた

対象を見つけなさいという意味です。 

職員にも人を色眼鏡で見ないで純粋に物

事を判断し、目的をもって仕事も遊びも面

白く遣る工夫をしなさいと常々言ってます。 

昨年は多くの災害があり、今年は穏やか

な年になってほしいと願っております。日

本が世界の中心になって世界中、地球上で

温暖化を真剣に考える時期に来ていると考

えています。 

さて入間市は「てぃーろーど」市内循環

バス 4 台と 3 台のコミニティバスを運行す

る事ができました。又、寺竹地区の配水場

に大きなタンクを作ったことにより金子地

区に良かったなーと思います。もう一つは

温暖化によると思われる猛暑にタイミング

良く、すべての小中学校にエアコンを設置

できホットしました。 

入間市の標語の一つに「元気な子どもが

育つまち入間」がありますが、全国で一番

になった人々がいます。プロゴルファー今

平周吾選手、中央大相撲部の菅野君が大学

横綱に、野田中のブラスバンド、藤沢中の

書道で文科大臣受賞、東金子中の生徒が

100m 10秒 96の記録を出しました。又・狭

山茶では中島君が手もみで 6 回目の全国一

番になり素晴らしい事です。大人が頑張っ

ている姿を見せている環境が入間市にある

から子どもたちも「何かについて頑張ろう」

に結び付いているのではないでしょうか。 

昨年から今年にかけて公共施設のマネー

ジメントと市役所と市民会館の建て直しで

すが、本市では昭和 40 年～60 年代にかけ

て多くの公共施設を集中的に整備してきま

した。そのため、現在多くの施設が同時に

老朽化し、近い将来、一斉に大規模な改修

や更新に係る需要が発生し、膨大な事業費

が必要となることが見込まれます。そこで

子どもの減少に合わせ 30年かけて、小学校

を 9校、中学校 10校に又、公民館 9館を複

合施設にし、地区の市役所と同じようにす

る原案を 3 月まで作り、地域で説明してま

いります。公立保育所も 6 つとして、公立

と私立を上手に活用していきます。市民会

館は耐震化の計画で決定しましたので、是

非ご指導とご協力よろしくお願いします。 

私も市長になって 7 年目となり、公約で

あります入間市駅前のジョンソンタウンの

跡地の活用に、先行して東京家政大学まで

に繋がる道の計画書を財務省に出し、去来

年度に道路開通の運びとなりました。 

今後も入間市の将来都市像である「香り

豊かな緑の文化都市」の実現に向け、「入

間・未来・こころ 充実した生活都市」を目

指し、笑顔とあいさつのあふれるまちづく

りに邁進してまいりますので、より一層の

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 
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＜幹事報告＞ 豊田義継幹事 

第 7回定例理事会 議事録 

〈協議事項〉 

1. 3月のプログラムについて 

2. 日帰り美術館・クリスマス例会会計報告 

3. IM 登録料負担金 1,000 円増事業参加費

から拠出 

4. 各委員会の家庭集会を積極的に行って

いただく事 

〈報告・予定等〉 

Ⅰ・1/13(日)豪州青年訪問団 ウェルカム

パーティー 

・1/19(土)RLIセミナーパートⅢ 

Ⅱ・1/10(木)入間市表彰式･新年賀詞交歓会 

・1/10(木)入間基地賀詞交歓会 

・1/11(金)入間市商工会賀詞交歓会 

・1/22(火)入間市青年会議所賀詞交歓会 

・1/22(火)入間万燈まつり決算監査 

・1/26(土)社会福祉協議会 H30 年助け合

い共に生きるまちづくりフォーラム 

・1/30(水)万燈まつり実行員会 

・2/16(土)バリアフリー映画会 

Ⅲ・会則に従い齋藤金作会員に見舞金 

 ・中澤孝芳会員 H30.12.31付にて退会 

 

●委員長報告 

＜会報・雑誌委員会＞ 水村雅啓委員長 

・今月は職業奉仕月間です。 

・横書きの特集は、職業奉仕とは何かを

様々なテーマから探っています。天職を

通じた職業活動がビジネスの反映につな

がるという理念を月間を機に考えてみて

はいかがでしょうか。 

・昨年 11/20-21に開催されたロータリー研

究会の記事が掲載されています。ロータ

リーのリーダーが出席し、RIとロータリ

ー財団についての意見交換を行い、お互

いの交流を深め合う会合です。 

・縦書きの「私の一冊」にフランスの少子

化対策の本が紹介されています。読みた

い一冊です。俳壇に当地区第３G の日高

RC、柳壇に入間南 RC会員が掲載されてい

ます。 

・ROTARY AT  WORKに女性会員 28名で相模

原かめりあ RC が誕生した記事がありま

す。希少なクラブ拡大の事例です。ご一

読を。今月もロータリー情報満載です。

熟読ください。 

＜ロータリー美術館＞ 宮寺成人館長 

貴重な作品を毎年お家からお持ちいただ

き心より感謝申し上げます。 

＜国際奉仕委員会＞ 晝間和弘委員長 

 年賀はがき等の書き損じきをお持ちにな

ってください。ネパールの子どもたち支援

よろしくお願い致します。 

 

＜大塚拓会員新年の挨拶＞ 

今年は御代替わりの年

で、1月 1日に皇居にて現

在の皇太子にご尊顔を拝

しました。さわやかな新

時代になることを願って

おります。米中の貿易摩

擦に過度に悲観せず日頃の経済活動が一番

肝要だと思ってます。皆様の事業繁栄をお

祈り申し上げます。 

 

≪今月のお祝い≫ 

 

＜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 

43名 33名 80.49％ 78.57% 

事前欠席連絡 4名 

<ご報告> 

2018年 12月 14日本年度入間市に寄贈し

た「入間市の英語教育並びに新世代教育の

推進の為の電子黒板用プロジェクター」の

正式な贈呈式を入間市長室に於いて執り行

われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員誕生日 

水村雅啓君 宮寺成人君 

吉沢誠十君 齋藤栄作君 

宮崎正文君 新井格君 

夫人誕生日 大塚珠代様 後藤美智子様 

結婚記念日 山岸義弘君 
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新春恒例のロータリー美術館を開催。

滝沢会員所蔵の宮本武蔵・独行道、吉沢会

員が新年に相応しい品と娘さんの絵、豊

田幹事からは奥様自筆の掛け軸、一柳会

員からは王貞治選手のサインを披露さ

れ、田中入間市長と共に鑑賞しました。 

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 

 

独行道 

一、世々の道をそむく事なし。 

一、身にたのしみをたくまず。 

一、よろづに依枯(えこ)の心なし。 

一、身をあさく思、世をふかく思ふ。 

一、一生の間よくしん(欲心)思はず。 

一、我事におゐて後悔をせず。 

一、善悪に他をねたむ心なし。 

一、いづれの道にも、わかれをかなしまず。 

一、自他共にうらみかこつ心なし。 

一、れんぼ(恋慕)の道思ひよるこゝろなし。 

一、物毎にすき(数奇)このむ事なし。 

一、私宅におゐてのぞむ心なし。 

一、身ひとつに美食をこのまず。 

一、末々代物なる古き道具所持せず。 

一、わが身にいたり物いみする事なし。 

一、兵具は各(格)別、よ(余)の道具たしなまず。 

一、道におゐては、死をいとはず思ふ。 

一、老身に財宝所領もちゆる心なし。 

一、仏神は貴し、仏神をたのまず。 

一、身を捨ても名利はすてず。 

一、常に兵法の道をはなれず。 

 
 
 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 1月 

② 国際交流 NEWS No.107 

③ 1/17新年会出欠席表 

④4/14RI2570地区大会出欠席表 

⑤入間 RC週報 24,25号 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 木下登ＳＡＡ 

★田中市長本日は感謝状ありがとうございます。 

年頭所感宜しくお願いします。 

「齋藤栄作君、豊田義継君、木下登君、滝沢文夫君」 

★田中市長ようこそ入間 RC へ本日はありがとうご

ざいます。「繁田光君、晝間和弘君」 

★美術品を持参いただきありがとう。「宮寺成人君」 

本日\55,000   累計\561,000 

入間ロータリー美術館 

 


