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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ 

会長 深井 善次 様 

入間南 RC第 30代会長を

仰せつかりました。親子二

代で皆様に御厄介になり

ます。宜しくお願いします。 

 

幹事 小林 昌幸 様 

 真面目な深井会長の基、

真面目に幹事職を務めて

まいりますので宜しくお

願い致します。 

 

米山記念奨学生  李  志 様 

6月に学会に論文を提出し

ました。又、就職活動も頑

張っています。先週は大変

美味しい例会に参加出来あ

りがとうございました。 

 

バッチ交換 

 齋藤前会長から滝沢新会長へ 

 

＜❁会長の時間❁＞ 滝沢文夫会長 

ロータリーに関連する数字の話です。今

日は 1 から 5 の数字について話したいと思

います。 

1.１はもちろん１番最初のロータリー例会

の事です。1905年 2月 23日の事でした。 

2.２という数字で思い起こすロータリーに

関することは何でしょう 私は一つ思い

つきました。それはロータリーの２大標

語です。Service Above Self(超我の奉

仕 )と He Profits Most Who Serves 

Best(最もよく奉仕する者、最も多く報い

られる) 

3.３という数字では 2 つ頭に浮かびました。 

一つは、３年に一度の規定審議会のこと

です。今年が該当年度にあたります。新し

い日本語版の手続要覧が手許に来た時に

定款，細則等を見直すことになります。も

う一つは、３つの重点事項です。クラブの

サポートと強化、人道的奉仕の重点化と

増加、そして、公共イメージと認知度の向

上の３つです。 

4.４という数字でも私は２つ思いつきまし

た。一つは皆さんご存知の四つのテスト

(Four Way Test)です。もう一つは４人の

ロータリーの先駆者です。ポールハリス、

ガスターバス・ローア、シルベスター・シ

ール、そしてハイラム・ショーレーの４

人の事です。 

5.５という数字で思いついたのはもちろん

５大奉仕です。以前は４大奉仕でしたね。 

このように数字からロータリーを考えるの

も面白いと思います。 
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＜滝沢文夫会長挨拶＞ 

所信表明という

より挨拶になりま

す。今日から一年

に皆様にお世話に

なります。よろし

くお願いします。 

さて、今年度の

RI会長のマーク・ダニエル・マロ―二―氏

は「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマ

にしています。いろいろなロータリー以外

の人々ともつながりを広げようとの考えの

ようです。より多くの人たちと交流を持ち、

会員を増やしより大きな奉仕活動を期待し

ていると考えているのです。それを受けて

２５７０地区の鈴木秀憲ガバナーは「未来

へつなぐ」「基本に帰る」をガバナーのテー

マとしています。ガバナーも多方面の人た

ちとのつながりや活動を基本に考えていら

っしゃると思います。それらを考えて私の

テーマは「世代をつなぐ」としました。「入

間の子供たちのために」をスローガンにし

ている地域交流研修会を基にして次世代の

子供たちにつなげていくことの大切さを大

事にしたいと考えます。しかし、次世代だ

けを見ることは間違いです。私たちの入間

ロータリークラブを見てください。９０才

代メンバーから４０才代のメンバーがいま

す。これも世代をつなぐを実践していると

思います。ロータリーはいつの時代でも世

代がつながっていると思います。それでも

子供たちを考えずにはいられません。そこ

で、昨年、今年、来年と入間市内の小中学校

２７校にプロジェクターを寄贈するための

資金を入間ロータリークラブのクラブ基金

より拠出させていただきたいと考えます。

皆様のご了解を頂ければとお願いするしだ

いです。さて、例会ですが、みんなで楽しく

進めたいと考えます。プログラム委員会の

委員と一緒に考えますが、皆さんからのリ

クエストがあれば柔軟に対応したいと考え

ます。皆様からのご意見をお聞かせいただ

ければ幸いです。何はともあれ、会長、幹

事、SAA の３名に皆様のご支援をお願いい

たしましてごあいさつに代えさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いします。 

 

＜晝間和弘幹事挨拶＞ 

この度滝沢会長

のもと幹事職とい

う大変大きく  又  

責任の重いお役目

を預かる事になり  

身の引き締まる思

いと同時に  この

重責を与えて頂きました滝沢会長  並びに  

会員の皆様に感謝申し上げます。 

会長が掲げる方針 (世代をつなぐ) その

想いをしっかりと受け止め全力でサポート

し  「目配り・気配り・心配り」を常に忘

れる事なく「四つのテスト」を心に思い  有

意義なクラブ運営になりますように自分な

りに背伸びをせずに楽しく伝統ある入間ロ

ータリークラブの幹事として１年間という

限られた時間ではありますが皆様のご支援

ご協力をお願い申し上げ幹事の挨拶とさせ

て頂きます。 

１年間宜しくお願い致します。 

 

 

＜馬路宏樹ＳＡＡ挨拶＞ 

今年度 S AAを務め

ます馬路です。 

活動方針として伝統

ある入間ロータリー

クラブの品位を継承

し、秩序のある例会に

なるよう努めて参ります。 

SAA とは Sergeant-at-Arms の略であり、

例会が秩序正しく、楽しい雰囲気で運営さ

れるための進行役という事になります。会

長、幹事、各委員長と協力して、例会の円滑

な進行を心掛けるよう努めます。また、例

会当番会員、事務局と協力して例会場の設

営を行います。さらに、卓話講師やビジタ

ーなどの来訪者には親睦委員会やプログラ

ム委員会の方と連携して心配りの対応を行

います。もう一つはニコニコボックスの状

況を報告し、目標額に達成するよう働きか

けて参ります。 

私の職業がら急な欠席がある場合は副

SAAの後藤 健会員にはご負担をおかけする

と思いますが宜しくお願い致します。 

■2018～2019会長･幹事･ＳＡＡ挨拶■ 
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＜幹事報告＞ 晝間和弘幹事 

第 1回定例理事会報告 〈協議事項〉 

1.田中市長を名誉会員にする件 

2.7・8・9月のプログラムについて 

3.パーマネントファンド年 30＄以上 

（RC財団半期 15＄以上）は、上・下期食

事費より飢餓ランチとして支払う 

4.第 8回いるま環境フェアへの協賛金

10,000円拠出について 

5.前年度最終例会会計報告 

6.入間市少年野球夏季大会御祝金拠出

5,000円について 

7.事務局夏季休暇 8月 3日間 

8.その他  

RC100周年記念バッチ、クラブで購入 

〈報告・予定等〉 

Ⅰ・7/ 7(日)米山記念奨学委員会セミナー 

  ・7/14(日)会員増強／ 

公共イメージセミナー 

   ・7/15(祝)社会奉仕セミナー 

   ・8/11(日)国際奉仕委員会セミナー 

・7月のロータリーレート 1$=108円 

Ⅱ・7/12(金)夏の交通事故防止運動出陣式 

・7/28(日)入間市少年野球夏季大会 

 ・8/ 2(金)彩の国オープンファクトリー入間 

〈お願い事項〉 

年会費(上期分)7月末迄に納入のお願い 

 

 

 

＜出席報告＞ 吉岡信人委員長

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 30名 75.00％ 68.29% 

事前欠席連絡 4名 

 

 

 

 

 

 

 

 

●委員長報告 

＜会報・雑誌委員会＞ 宮崎正文委員長 

【横組ページ】 

・P7-P20 RI マーク・ダニエル・マローニー

会長メッセージ 

「ロータリーは世界をつなぐ」について 

・P26 2570 地区 鈴木秀憲次年度ガバナー

の横顔「責任感ある社会奉仕実践人」 

・P55  茂木 正 年度地区大会記事 

【縦組ページ】 

・P17 友愛の広場 熊谷東 RC武藤正様 

「大野百樹」氏の記事 

・P20-P21 俳壇 日高 RC 3 句 柳壇 熊谷籠

原 RC 入間南 RC 川越 RC 

・P24 ロータリーアットワーク 

行田さくらチャーター例会 

鮪解体ショーの記事 

今年 1年間、よろしくお願いします。 

 

＜プログラム委員会＞ 杉田宏充委員長 

本日の理事会においてプログラムの承認

がありましたので、ご確認ください。 

7 月 25 日新旧役員激励慰労会は「魚いち」

で行います。8月 8日「ガバナー公式訪問」

場所は未定です。29 日の「納涼夜間例会」

は 18 時 30 分から「カールヴァーン飯能」

を予定しております。9月 12日は日帰り美

術館から講師卓話に変更となりました。 

一年間宜しくお願い致します。 

 

＜ロータリー美術館＞ 関谷永久館長 

毎年恒例のガバナー訪問でのロータリー

美術館を開催いたします。皆様がお持ちの

美術品の出品を宜しくお願い致します。 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 馬路宏樹ＳＡＡ 

★今年一年宜しくお願い致します。 

「入間南ＲＣ深井善次様、小林昌幸様」 

★入間南 RC 深井会長・小林幹事ようこそ。

滝沢新会長、晝間新幹事一年間思う存分

活躍してください 宜しくお願いします。 

｢岩崎茂君、齋藤栄作君、友野政彦君、

吉永章子君、細淵克則君、後藤賢治君、

後藤健君、田中快枝君｣ 

★入間南 RC 深井会長・小林幹事ようこそ

入間クラブへ。一年間皆様に面倒お掛け

致しますが宜しくお願いします。 

「滝沢文夫君、晝間和弘君、馬路宏樹君」 

★滝沢年度宜しくお願い致します。 

「忽滑谷明君」 

★今年一年宜しくお願いします。忽滑谷さ

ん写真ありがとうございます。 

「繁田光君」 

★滝沢会長、晝間幹事一年頑張って下さい。

忽滑谷さん写真ありがとうございます。 

「宮崎正文君、」 

★皆さん今年も宜しくお願いします。後藤

健さん最終例会ではご馳走様でした。 

 「白幡英悟君」 

★今年一年もよろしくお願い致します。東

光寺様ありがとうございます。 

 「細田浩司君」 

★齋藤前会長ありがとうございました。滝

沢新会長一年間宜しくお願い致します。 

 「一柳達朗君」 

★忽滑谷さん写真ありがとうございます。 

 「友野政彦君、宮寺成人君、吉岡信人君」 

★在会中は大変お世話になりました。 

 「大野賢次君、摂田順一君」 
 

本日\76,539 累計\76,539 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 7月号 

② ガバナー月信 7月号 

③ 元 RI会長ゲイリーC.Kホァン管理委員

長と懇談の集い 

④ RI 第 2570地区茂木ガバナーよりご挨拶 

⑤ 第 15回ロータリー日韓親善会議参加登

録のお願い 

⑥ 国際交流 NEWS No.109 

⑦ 日本のロータリー100周年記念バッチ 

⑧ 7/25新旧役員慰労激励会出欠表 

⑨ 2019 彩の国オープンファクトリー入間

公式ガイド 

⑩ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑪ 入間クラブ週報 2018-2019 年度 48号 

⑫ 年度計画書 

 

 
 

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：宮崎正文 

 


