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第 45 号 ３０77 例会 ２０１9 年 6 月 6 日（木）
＜ビジター・ゲスト＞
米山記念奨学生
李 志 様
5 月にロータリーの森の清
掃活動に参加しました。先週
は学友活動ではロータリー
の大切な絆を感じました。
私が書いた研究論文を 8 月に
福岡で開催される国際会議
で発表する事が決まりました。今後も頑張
って続けてまいります。

＜今月のお祝い＞
白幡英悟君
会員誕生日
吉田勉君
友野みゆき様
夫人誕生日
摂田ヨシ子様
摂田順一君
結婚記念日 大塚拓君
杉田宏充君

大塚拓君
馬路宏樹君
森田秀子様
宮崎正文君
馬路宏樹君

エレクが次年度の活動計画から削除した
問題について所沢ロータリークラブを中
心とした方々から質疑があり昼食時間が
1 時間ほど遅れたそうです。所沢ロータリ
ークラブの次年度会長等に直接経緯を聞
いてみました。情報は当人に直接お聞きす
るのが最も正確であるからです。やはり日
豪交換留学生制度に対しての熱い思いを
語ってくれました。こういう思いも必要で
あると感じました。
6 月のロータリーの友に 2019 年規定審議
会報告が掲載されました。ぜひ熟読してみ
て下さい。また米山梅吉並びに米山梅吉記
念館が大々的に取り上げられていました。
5 月 23 日例会で訪れたばかりですので大
変興味をもって熟読しました。 ま た 第
2620 地区（静岡県）長泉ロータリークラブ
が特集されていましたが私たちが訪れた
時に案内していただいた鈴木正明会長の
写真も掲載されていました。そして今月号
に私の 30 年来の友人である横浜 FC 会長
の奥寺氏も掲載されておりますのでぜひ
読んで見て下さい。とても身近な 6 月号と
なりました。残すところ今日を含めて 4 回
の例会となります宜しくお願いします。

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長
6 月はロータリー親睦活動月間です。多
くの団体、クラブが
組織運営上、初めに
重要視し着手するの
が親睦活動です。ま
ず会員相互の親睦の
中に友情を育み、信
頼関係を育てる大切
なファクターがあり
ます。ロータリーも同様で 5 代奉仕部門を
見てもまずクラブ奉仕から始まり職業奉
仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕とな
っています。
6 月第一例会、齋藤年度最後の理事会が
終わりました。理事の皆様はクラブの最高
決議機関である理事会の構成メンバーと
して責任あるお勤めありがとうございま
した。さて、昨日現・新会長幹事会が開催
されました。1 年間を務め上げた会長幹事
のホッとした様子とこれから不安と希望
にあふれた新会長・幹事さんの姿が印象的
でした。
5 月 19 日に開催された地区研修協議会
で日豪青少年交換について鈴木ガバナー
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＜幹事報告＞ 豊田義継幹事
第 12 回 定例理事会 〈協議事項〉
1. 次年度、HP 作成の件
2. 入間市観光協会年会
費・入間市国際交流
協会・社会福祉協議
会年会費の拠出
3. 5/23 日帰り旅行会計
4. その他
①退会届の件
②会員増強の件(会長指針)
＜報告・予定等＞
Ⅰ・7/7(日)米山記念奨学委員会セミナー
・7/15(月祝)社会奉仕セミナー
Ⅱ・6/7(金)地域交流研修会
・6/9(日)わんぱく相撲入間大会
・6/26(水)社会福祉協議会評議員会

■各小委員会

■職業分類委員会
友野政彦委員長
地区で集計した結果、
257 職種のうち上位 12 職
種の入会者が 53％を占め
ています。それを踏まえ
て増強に繋げていけば良
いかと認識しています。
分類表は訂正しておりません。
■会員選考委員会
滝沢文夫エレクト
関根委員長より昨日ご
連絡があり、出席できな
い為、代わりに報告させ
て頂きます。
会長のご努力により、
天野さん、吉田さん、菅野
さんが入会されました。ロータリーに相応
しい方々で、スムーズに選考できました。

●委員長報告
・今月の特集は、「広報力」。印象に残る
ロータリーのつくり方についてです。
ロータリーの優先項目の一つに「公共イメ
ージと認知度の向上」があります。ロータ
リーが地域社会に理解、信頼され会員増強
につなげていくためには、「広報」はとて
も重要です。広報のいろは、広報ツールを
掲載しています。
・今年 4 月に開催された規程審議会での
注目すべき案件について報告が掲載され
ています。
・「クラブを訪ねて」では、当クラブが先
月訪問した米山梅吉記念館がある長泉 RC
が紹介されています。
今月もロータリー情報満載です。
熟読ください。

■ロータリー情報委員会
今年は 2 回研修を予定
していましたが、2 月 27
日に一回のみの実施とな
りました。活動計画通り
にできませんでしたが、
一年間ご協力ありがとう
ございました。

金井祐一委員

会員数

出席数

出席率

前々回修正率

45 名

23 名

56.00％

51.22％

関谷永久委員

■出席向上委員会
白幡英悟委員長
活動計画の出席状況の報告は例年の踏
襲で実践できました。例会欠席会員へのメ
ークアップについては、定款第 12 条に基
づき他クラブの例会参加呼びかけをする
ということでしたが最初にアナウンスし
ただけで終わってしまったのが反省点で
す。四半期ごとの出席状況一覧は私なりに
見やすく工夫したつもりです。毎月の各種
お祝い該当者へは名簿に携帯電話番号の
記載がある会員へはショートメールを送
って例会出席をお願いしましたので、会
長・幹事・会長エレクト・SAA 以外の会員
の皆さんは１度は私からのメールを受け
取られたと思います。年間皆出席の会員表
彰ですが、まだ年度途中なのでこれからで
すが齋藤会長・豊田幹事は現在 100％の出
席率で細淵会員も多くのメークアップで
高い出席率となっています。[電話発表]

●滝沢文夫エレクト
ロータリーの友の横書き 25 頁に地区大
会(4/18～19)が発表されています。36 頁
には今後の国際大会が、今年はドイツのハ
ンブルグで、忽滑谷年度はハワイ州のホノ
ルルと書かれています。
＜出席報告＞

事業報告■

事前欠席連絡 7 名
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■会報・雑誌委員会
水村雅啓委員長
・会報は、見やすさと分か
り易ささを考えた発行を
心掛けました。毎週、齊藤
会長のロータリー情報を
掲載することで内容の濃
いものとなりました。ま
た、会員の意思疎通を図り、相互理解を深
めることができました。
・ロータリーの友はロータリー情報の宝
庫です。毎月第一例会に記事の紹介を行い、
雑誌の熟読を進め、様々な活動を知ってい
ただきました。５月号には、我々第３グル
ープの IM の記事が紹介されました。「友」
への投稿は、私たちの活動を知ってもらう
大きな機会です。今後も継続して行ってい
ただけたらと思います。
一年間ご協力ありがとうございました。

だったと思います。西山荘様にも御礼申し
上げます。有難う御座居ました。
■広報委員会
金井祐一委員長
今年度フェイスブッ
クを作成いたしました
が、業務が立て込み、更
新が滞っています。来年
度の広報委員長と頁の
作り直しを考えていま
す。一年間のご協力に感謝いたします。
■健康管理委員会
山根輝彦委員
来年度も今年度同様、
インフルエンザの予防
接種を実施いたします。
又、健康に関する卓話を
出来ればと考えていま
す。宜しくお願いいたし
ます。

■親睦活動委員会
後藤健委員長
今年度は、会長・幹事初め
クラブ奉仕委員長、プログ
ラム委員会に助けられ楽し
い委員長をさせて頂きまし
た。両国で「ちゃんこ鍋」、
クリスマス例会では私の友
人を呼んでの「ものまねショー」、先日の
日帰り親睦旅行と楽しい一年間を過ごす
ことが出来ました。6 月 27 日の「八王子
うかい」での最終例会は是非とも盛大に行
いたいと思っておりますので、ご家族も含
めての参加宜しくお願い致します。最後に
各親睦委員のご協力に感謝致します。

■ロータリー財団委員会 吉岡信人委員長
山岸義弘委員(代読)
「年次基金への会員一
人あたりの平均寄付額が
少なくとも 100 米ドルと
なるよう推進する」とし
ました。会員皆さまから
のご協力をいただきまし
て、今年度は 160 米ドルとなりました。本
当にありがとうございます。活動計画の二
つ目「ロータリークレジットカードの入会
作成を奨励する」としました。昨年 7 月に
私もカードを作り、以降ゴルフや会食の際
に利用し、微力ながらポリオ撲滅の支援に
なったのではないかと思います。まだ作成
していない会員の方に引き続き入会を奨
励いたします。

■プログラム委員会
馬路宏樹委員長
齋藤栄作会長ご考案の
プログラムを、一年間無
事に例会として行う事が
出来ました事を会員の皆
様に御礼申し上げます。
ロータリーの掲げる各
月間の目標に副った講師をお招きして、卓
話をしていただきました。また、３回の日
帰り旅行と美術館見学では親睦委員長と
美術館長と連携して思い出に残る例会と
なりました。恒例となりました、納涼例会
やそば例会など移動例会も多くありまし
た。特に今年度は西山荘ホールを使わせて
いただいての例会が多くあり、準備等大変

■米山記念奨学委員会 田中快枝委員長
活動計画の米山奨学生に
積極的に例会等への参加
を促すは、一柳会員のお陰
で、李秀美さんが、ほぼ無
欠席で例会に出席してい
ただけてありがたかった
です。又、奨学会への寄付は皆様のお陰を
もちまして 37 万円も寄付することが出来
ました。ありがとうございました。
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石川嘉彦パストガバナー
委員 の皆 様 の報 告 を 聞
いていまして、皆さん情熱
を持って活動されている
ことをしみじみと感じて
います。どうぞこれかもク
ラブを愛し、ロータリーを
愛して遣っていただきた
いと心から思います。

＜ニコニコＢＯＸ＞
木下登ＳＡＡ
★忽滑谷さん写真ありがとう 本日もよろ
しくお願いします。
「齋藤栄作君」
★忽滑谷さん写真ありがとう！
「豊田義継君、滝沢文夫君、関谷永久君、
吉沢誠十君、晝間和弘君、後藤健君」
★齋藤年度一か月を切りました次年度に
繋がる例会出席宜しくお願いします。
「木下登君」
★先各委員長お疲れさまでした。申し訳
ありません早退いたします。
「細田浩司君」

お礼
<細淵克則ガバナー補佐〉
6 月５日ホテル・ヘリテイジ飯能で行わ
れました、現新会長幹事会には皆様のご出
席有り難う御座いました。無事に私年度の
会長・幹事会が終了出来ました事改めて感
謝致します。
昨年 7 月よりガバナー補佐として、ガバ
ナー補佐訪問、ガバナー公式訪問、そして
3 度目のクラブ訪問等では、会長初め会員
皆様の心温まるおもてなしに、本当に嬉し
い気持ちで一杯でした。また、ＩＭでは各
クラブに全員登録のご協力をお願いし、多
くの会員が参加して頂きました。皆様のご
協力や会場の風景は今でも心に残ってい
ます。そして 6 度の会長・幹事会では貴重
なご意見やクラブのご支援に協力して頂
き、ガバナー補佐としての職責を無事に果
たせた事と思います。
此の一年間、皆様と共に活動出来ました
事は、私のロ－タリ－ライフで貴重な経験
で有り、また誇れる一年だと思います。
最後に、各会長・幹事様には後僅かな時間
となりますが、クラブの為に素晴らしいク
ラブ運営をご期待して
います。一年間、有り難
うございました。

発行

本日\53,000

累計\900,000

■回覧、配布物
①ロータリーの友 6 月号

②6/27 齋藤年度最終例会出欠席表
③6/27 入間ＲＣゴルフ参加出席表
④他ロータリークラブ週報＆お知らせ
⑤入間クラブ週報 44 号

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

