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＜ビジター・ゲスト＞ 

入 間 市 長 田中 龍夫  様 

 

＜❁会長の時間❁＞ 滝沢文夫会長 
歳が改まり最初の例

会の会長の時間とな

りました。本日は入間

市長田中龍夫様をお

迎えして、市長年頭所

感をうかがえること

になっておりますの

で、会長の時間は少し

に短くしようかと思います。いろいろと理

由をつけていつも短いですけど。さて、今

月は職業奉仕月間です。そこで、職業奉仕

について考えてみましょう。入会３年未満

の会員を対象にお話しさせていただきたい

と考えています。職業を通じた奉仕活動な

のだから、例えば弁護士さんが、無料の法

律相談をする。あるいはお医者さんが、無

医村に出かけて行って、無料で診察する、

そういうのが職業奉仕かと思っていました

が、ロータリーの本を読むと、そういうの

は立派な行為だけれども、職業奉仕ではな

く、むしろ社会奉仕だとなっています。職

業奉仕についてシェルドンが面白いスピー

チをしています。靴屋さんを例にしていま

す。世界中の靴屋さんが１か所に集まる。

靴の製造器具と共に集まる。それが突然の

天災で全部なくなったら靴なしで歩くこと

になる。はだしで歩くのはたまりません。

その時社会は、靴屋さんが如何に世の中に

役立っているか、職業を通じたサービスを

しているかわかるだろうと述べています。

確かにそのように考えれば、どんな職業で

も世の中の役に立っていると思います。職

業を英訳しようとすると、オキュペーショ

ンとなりますが、職業奉仕に関してはヴォ

ケーションとなります。これは、天職、天か

ら与えられた、神様から与えられた世の中

のためになる職業です。ロータリーはベー

スがキリスト教なのが感じられます。いず

れにしましても、すべての職業が天職であ

り世の中のためになる職業です。自分の職

業を大事に思い、職業を通じて世の中に貢

献する。これこそが職業奉仕と言えるでし

ょう。ですから、市長の職業奉仕は市民の

ために役立つことを念頭に仕事をするとい

うことになると思います。 

 

＜幹事報告＞ 晝間和弘幹事 

第 7回定例理事会 

〈協議事項〉 

1.3月のプログラムについて 

〈予定等〉 

・1/25(土) 研修セミナー 

・1/23(木) 第３グループ会長幹事会 

(新年会)滝沢会長 晝間幹事 

・2/6(木) 電子黒板・プロジェクター並び

タブレット等周辺器具の贈呈  

視察見学 滝沢会長 晝間幹事 

・1/ 8(水) 入間基地賀詞交歓会   

・1/10(金) 入間市表彰式並び新年賀詞交

歓会   滝沢会長 

・1/17(金) 入間市商工会賀詞交歓会 

  晝間幹事 

・1/22 (水) 入間青年会議所賀詞交歓会 

滝沢会長 
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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

物資ともにお世話にな

り感謝いたします。 

今年は 56 年ぶりに

東京でオリンピック

が、そして引き続きパラリンピックが開催

されるなど、まさに時代の節目を感じさせ

る年頭を迎えています。そんな中、来る８

月 20 日に新たな歴史の１ページとしてパ

ラリンピックの聖火リレーが本市を駆け抜

けます。ぜひ市全体でオリンピック・パラ

リンピックを楽しみながら盛り上げていき

ましょう。入間市では今平周吾選手がゴル

フで出れるのでないでしょうか。又、子ど

もたちに夢を与えようと、県で小学 6 年生

と中学 3 年生全員がオリンピック観戦に行

けるよう応募しています。 

昨年も入間市の若い人たちが頑張ってく

れていると感じています。スポーツの世界

では、本市出身のプロゴルファー今平周吾

選手が２年連続の賞金王に輝いたほか、９

月にＫ-1のレオナペタス（本名加藤虎於奈）

選手がスーパーフェザー級チャンピオンに

なり、その３カ月後には見事なＫＯ勝ちで

初防衛しました。その弟も頑張っています。 

日本一・埼玉県一の団体がいっぱい出ま

した。元気な子どもを育てる街を目指しな

がら、高齢者が元気に活躍する街をしっか

り目指していきます。現在、包括支援セン

ターが 9 つあり、そのうちの 4 つの地域で

支え合いの組織を作り応援していく会が出

来ましたのでご協力お願い致します。 

そうした中、新たに迎える年を展望いたし

ますと、日本全体が本格的な人口減少社会

を迎え、本市においても人口減少と少子高

齢化の傾向が顕著になりつつあります。そ

のため、昨年は今後 30年を見越した公共施

設の再編に向けた「入間市公共施設マネジ

メント事業計画」と「市役所等整備計画」を

策定し、今年はいよいよその具体的な検討

と調整に取り組んでまいります。 

人口減少に歯止めをかけるために策定した

「入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

についても計画期間を延長し、引き続き「元

気なこどもが育つまち」をテーマに掲げて、

住みたい、住み続けたいまちづくりを進め

てまいります。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 9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。 

令和２年主な取り組みについて申し上げ

ますと、子どもの育ちを支えるために、こ

れまでの取り組みについて継続発展を図る

ことと合わせて、すべての児童の発達を支

援するために４月には児童発達支援センタ

ーの設置を予定しています。さらに、ずっ

と住みたいまちをつくるために、入間市駅

前の新たな可能性を広げる入間市駅前側留

保地利用計画の見直しを図るとともに道路

の先行整備に取り組みます 

昨年は多くの災害があり、入間市も大き

な被害をうけました。西武地区は使えるよ

うになりましたが、黒須の方は県と相談し

て対処中です。避難所のマニュアルはあっ

てもいざ 1,500 人もの市民が避難した時に

対応が上手く出来ていませんでしたので、

マニュアルの見直しを行っています。 

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。又海洋投棄の問題、食品

ロス等小さな力を合わせて皆で考えていく

事が大事ではないかと感じています。 

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

跡地に繋がる道が去来年度に道路開通の運

びとなりました。又、昨年で武蔵野工業団

地の区画整理が終わりました。今年は更に

造成を拡大して税制を確保していきます。 

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。やるべき時に遣

る事をするが市長の務めだと考えます。今

後もよろしくお願い致します。 
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入間ロータリー美術館   関谷永久館長 

 

新春恒例のロータリー美術館

を開催。滝沢会長所蔵の富士山、

上村松園の掛け軸、吉沢会員の

富士山・土鈴・34 年前に求めま

したバイク(写真)、齋藤栄作会員

からはネズミ年に因んでネズミ

の絵が入ったパター、関谷館長

からは数学者菅野正人氏が書か

れた絵画、新井格会員からは

1999 年にロンドンで買い求め

たビートルズのマグカップを披

露され、田中入間市長と共に鑑

賞しました。 
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≪今月のお祝い≫ 

 

 

●委員長報告 
＜会報・雑誌委員会＞ 宮崎正文委員長 

【横組ページ】 

・P3 RI 会長のメッセージがありますが、

1 月は「職業奉仕月間」なので、その事

が詳しく、わかりやすく載っています。

是非とも読んでください。 

【縦組ページ】 

・P20-P21  いつもの通り、柳壇に入間南

RC 大野 快三様が載っています。 

 

＜プログラム委員会＞ 杉田宏充委員長 

  3月の例会プログラムを報告いたします。

5 日講師卓話、12 日第 5 回クラブ協議会、

19日講師卓話、26日職業奉仕「我等の生業」

となっております。 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 馬路宏樹ＳＡＡ 

★宜しくお願い致します。「田中龍夫様」 

★本年もよろしくお願いします。田中市長

ようこそ年頭所感お願い致します。 

「滝沢文夫君、晝間和弘君、山岸義弘君、

忽滑谷明君、馬路宏樹君、後藤賢治君、

関谷永久君、新井格君、田中快枝君」 

★皆様からの年賀状ありがとうございます。

「岩崎茂君」 

★早退いたします。「宮崎正文君」 

本日\56,000 累計\522,892 

 

 

 

 

 

＜出席報告＞ 吉岡信人委員長

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

40名 27名 72.97％ 76.92% 

事前欠席連絡 5名 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 1月号 

② ガバナー月信 2019年 12月号 

③ ロータリーの友 1月号 

④ 1/16入間ＲＣゴルフ会出欠表 

⑤ 1/16新年会出欠席表 

⑥ 2/11ライラデー参加者募集 

⑦ バギオだより Vol.76 

⑧ 国際交流ＮＥＷＳ No.111 

⑨ 地区大会チャリティーゴルフご案内 

⑩ 学友会ニュース第 6号 

⑪ 他ロータリークラブ週報＆お知らせ 

⑫ 入間ＲＣ週報 24号 

⑬ 航空自衛隊入間基地司令年賀状 

⑭ 工藤聖彦様年賀状 

 

 

 

 

 

 

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 

天野真治君 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 

発行 入間ロータリークラブ 
■事務所：〒358-0005 入間市宮前町 1-10 繁田醤油(株)内  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 

 


