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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

第 30 号 ３０60 例会 ２０１9 年 2 月 7 日（木）
＜ビジター・ゲスト＞
米山記念奨学生

李

秀美

同様に海に囲まれている日本国では実感
が薄いようですが陸続きの多くの国々で
は世界的に難民問題がクローズアップさ
れています。１例を挙げて考えると 2017 年
８月依頼ミャンマーのラカイン州での暴
力を逃れ 100 万人近いイスラム教徒ロヒン
ギャ難民がバングラデイシュのコックス
バザール地区へ避難しました。この難民キ
ャンプではシェルター、医療、教育リソー
スの不足に加え、性暴力のリスクが高まり
特に女性や子供が厳しい状況に直面して
います。そして数年又は 10 年単位のキャ
ンプでの生活を余儀なくされます。その中
でも最も必要な支援は「教育」です。その
ような事を頭の何処かに残して支援を考
える事が必要でしょう。
２月５日私が支部長を務める所沢法人会
入間支部の社会貢献事業公開講演会にて
講師の声優アンパンマンバタコ役の佐久
間レイさんが歌ってくれたアンパンマン
マーチです。大変心に響きましたので、こ
の月間にお届けします。
作詞 やなせたかし 作曲 三木 たかし

様

■Ｒ財団寄付表彰
ポールハリスフェロー・木下登会員

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長
3 日節分、4 日立春が先日過
ぎました。「節分」とは各季
節の始まりの日の前日を現
します。我が家では庭に出て
小さな声で「福は家、鬼は外」
と豆まきをやりましたが近所のお宅のど
こからも聞こえなくなりました。厄除けと
して大事な行事なのですが、コンビニエン
スストアーの力でしょうか恵方巻の方が
スタンダードになっているのでしょう。平
成 31 年の「恵方」は東北東です。この方角
は『歳徳神（としとくじん）＝年神（とし
がみ）』の在す方位とされ「恵方」と言い、
その方角に向かって事を行えば万事に吉
とされると言われています。これらの神は
（１年の福徳を司る神様です）
立春の４日は暦の上で春が始まる日と言
われています。とは言え今年は温度が 20 度
近くになりました。２月のこの時期に驚き
です。温暖差が激しい今日この頃ですので
会員の皆様はお体をご自愛ください。
さて２月は「平和と紛争予防・紛争解決
月間」です。ロータリークラブの目指すべ
き究極の目的は「世界平和」です。日本に
いると世界で起こっている紛争等につい
つい鈍感になってしまいますが今も世界
のどこかで紛争が勃発しています。
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≪今月のお祝い≫
西山祐三君 上野弘勝君
会員誕生日
岩崎茂君 繁田光君
忽滑谷明君 岩崎茂君
結婚記念日
繁田光君
木下登君

＜出席報告＞
会員数 出席数

『金婚式』

●委員長報告
〈ガバナー補佐〉

43 名

29 名

白幡英悟委員長
出席率
前々回修正率
72.50％

100%

事前欠席連絡 4 名

岩崎茂会員

細淵克則会員

本当に素晴らしいＩＭを
開催でき、茂木ガバナーか
らもお褒めの言葉をいた
だきました。会員の皆様の
ご協力に感謝に申し上げ
ます。ありがとうございま
した。
昭和は 44 年、自分の誕生日 2 月 13 日
29 歳で結婚いたしました。最初は家から
居なくなってしまうのではと心配致しま
したが、50 年間繋がって参りました。こ
れからも気を緩めず楽しく過ごして参り
ます。宜しくお願い致します。

〈ロータリー情報委員会〉粕谷康彦委員長
2 月 21 日又は 28 日６時
より中央公民館にてロー
タリー情報の勉強会を行
います。ロータリーリーダ
ーシップについて、志木市
RC の大野様にお話しして
いただきますので、大勢の
ご参加宜しくお願い致します。

＜幹事報告＞
豊田義継幹事
＜理事会協議事項＞
1.新年会会計報告
2.４月のプログラム
一部変更承認
3.国際奉仕,支援金
協力依頼１人 2,000 円
（個人事業費より）
4.入会候補者の件 2 名承認
＜予定・報告等＞
Ⅰ.2/24(日)第 3 回クラブ奉仕部門セミナー
3/2(土)RLI セミナー
3/3(日)米山記念奨学生終了式・歓送会
3/25(月)地区大会記念ゴルフコンペ
Ⅱ.2/15(金)東金子中学校区地域交流会
2/15(金)仏子地区地域交流会
2/16(土)入間市交通安全市民大会
2/28(木)野田中学校区地域交流会
Ⅲ. その他
2/27（木）地区チーム研修
3/10（日）PETS
5/19（日）地区研修、協議会

＜会報・雑誌委員会＞
忽滑谷明委員
横ページいつも取り RI
会長メッセージが 3 ペー
ジ、その他 7,16,23 ペー
ジご覧になってくださ
い。縦ページではクラブ
を訪ねてに秩父 RC、俳壇
に日高 RC 犬竹さんが載っ
ております。
＜青少年奉仕委員会＞
後藤賢治委員
入院していましてご報
告が遅くなりました。
2/11 に川越にてライラの
インターアクト指導者講
習会があります。
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第４回クラブ協議会
「今後の国際奉仕のあり方を考える」
ＤＬ 滝沢文夫（会長エレクト）

「会員増強について」
ＤＬ 忽滑谷明（クラブ奉仕委員長）

①国際奉仕について
財団の奨学生等、財
団を利用しての国際奉
仕は出来ていない。書
き損じハガキを利用し
ての寺子屋運動に協力
している。
②青少年奉仕について
インターアクト、ローターアクトのク
ラブとしての活動に関しては、入間クラ
ブとしての活動は無い。青少年交換留学
生は現在関係していない、今後もホスト
ファミリー等を考えると難しいと思われ
る。
③米山奨学生について
来年度以降も米山の奨学生を受け入れ
る予定です。
以上のことを考えると、これまでと変
わりのない活動になると思いますが、な
るべく積極的な行動を心がけるべきであ
る等の意見がありました。

今年度、齋藤会長は
会員５名以上の純増を
目指しております本日
現在既に２名の入会が
予定されていますが、
出席者の皆さんに会員
増強についてディスカ
ッションをお願いいたしました。
はじめに出席者の皆さんに、現在、入
会を勧めている方々等候補者がいるかど
うか尋ねたところ、一柳会員から３名、
細淵会員から２名、関谷会員から２名の
候補者があげられました。候補者の方々
には引き続き勧誘を勧めていただき、ま
た出席者の皆さんには普段よりアンテナ
を高く広く掲げていただき候補者の探求
に務めて頂くことを再確認いたしまし
た。元会員のご子族の勧誘や女性会員増
強の必要性も話題に上がりました。短時
間でしたが引き続き３名以上の会員増強
をお願いしてディスカッションを終了い
たしました。
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＜ニコニコＢＯＸ＞

木下登ＳＡＡ

★父、金作が昨日退院し自宅に戻りました
ご心配おかけしました。
「齋藤栄作君」
★本日の例会よろしくお願い致します。
「豊田義継君」
★先週お休みさせて頂きました。馬路さん
ありがとう。「木下登君」
★長く風邪を患っています皆様気をつけ
て下さい。「滝沢文夫君」
★結婚 50 周年お祝いありがとうございま
す。「岩崎茂君」
★お陰様で手術成が成功し退院いたしま
した。「後藤賢治君」
★IM ではクラブの皆様にご協力いただき
ありがとうございます。「細淵克則君」
★母の葬儀にはお花･香典を多数いただき
又、遠いところご参列いただき大変感謝
しています。「友野政彦君」
本日\69,000

累計\632,000

友野政彦会員

ご母堂様ご逝去挨拶
皆様方にはお忙しい
中、母の葬儀に遠路お出
で頂きありがとうござ
いました。恐縮しており
ます。今後ともご厚情、
宜しくお願い致します。

■回覧、配布物
①ロータリーの友２月号
②ロータリー希望の風奨学金ご支援感謝
③2019～2020 年度ロータリー手帳申込み
④2/21 西山荘例会出欠席表
⑤他クラブ週報
⑥入間ＲＣ週報 29 号

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
■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
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Fax.04-2965-5788

