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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ 

会長 齊藤 定利 様 

幹事      齋藤 良徳 様 
 本年度、入間南ロータ

リークラブのテーマは｢ロ

ータリーを学び親睦と奉

仕の実践｣といたしまし

た。また、子ども委員会

の発足と共に合同で活動していきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

米山記念奨学生 梁 有鎮 様 
皆さん熱中対策されていますか?

私は麦茶が良いと聞いて嫌いなの

ですが頑張って飲んでいます。 
 

 

 

🌸会長挨拶🌸  豊田義継会長 

64代会長を仰せつかりました豊田義継です。

１年間会員皆様と共に入間ロータリークラブ

の為に、微力ではありますが努力をしてまいり

ます。第１回の例会でありますので、自己紹介

をします。内容はロータリー歴に関することと、

生業についてです。 

入間ロータリークラブへの入会は、2010 年

山岸年度です。今年で 12 年となります。スポ

ンサーは斎藤栄作会員です。なるべく平会員で

いたいという考えから、委員長は５回程だと思

います。地区へは、社会奉仕委員会へ１年出向

しております。その他、 

地区研修会、勉強会へは何度か出ている、ごく

普通のロータリアンです。生業について話しま

す。私の職業は、鉱山業です。私は３代目で、

創業 118年となります。家は江戸時代迄は、徳

川方の松平家に仕える武士でした。 

 

バッチ交換 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉沢誠十直前会長から豊田義継会長へ 

 

 

明治になり、武士は失業となり、私の祖父の代

に北海道で鉱山業を始めました。祖父の時代は、

石炭鉱山と金山を経営しておりました。 

父の代は北海道の鉱山と現在私が住んでい

る飯能市で昭和 17 年から採掘した亜炭を太平

洋戦争中でありましたので、軍に固体燃料とし

て納入しておりました。戦後、固体燃料から撤

退し、亜炭鉱物に含まれる有機物（フミン酸）

を活用して、肥料としての分野に進出し、今で

は誰もが知っている有機肥料（国産初の有機肥

料）として切り替えたことが多くの鉱山が閉山

していく中で生き残られた要因と考えていま

す。 

私の代は、新しく宮城県にも新しい鉱山を始

めています。肥料の他に、亜炭鉱物と炭質頁岩

に含まれる微量要素（ミネラル等）を飼料の添

加材として畜産用飼料分野や、亜炭鉱物の物理

化学的要素を生かし、重金属吸着用、排水処理

材等の環境分野の仕事もしています。 

今一番おもしろいと思っているのが、秩父に

あるイチローズモルト(ウイスキー)との共同

研究です。細かい事は省略致しますが、成功し

たら会員の皆様にイチローズモルトを１本ず

つプレゼントしたいと思っています。 
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＜幹事報告＞ 木下登幹事 
1.杉島市長を名誉会長にする件  

2.7月 8プログラムについて  

7/21ガバナー補佐訪問 

8/4ガバナー公式訪問 

8/25クラブ協議会(小委員長年度計画） 

3.パーマネントファンド（恒久基金） 

食事費より飢餓ランチとして＄30支払 

4.事務局夏季休暇三日間（8/17～8/19） 

5.最終例会会計報告書  

6.その他 

・市長年頭所感依頼 1/19 

・教育長卓話依頼 10/4 

・ 7/21豊田会長、木下幹事訪問依頼 

<報告・予定等> 

・7/10(日)米山記念奨学委員会セミナー 

  一柳・細田会員、ヤンユジンさん参加 

・7/24(日)社会奉仕委員会こども家庭委員会

合同セミナー 馬路会員参加 

・8/18(木)入間クラブゴルフ会開催(狭山ゴル

フクラブ) 回覧にて出欠席 

・ロータリーレート 136／＄ 

・会員各位：会費の納入お願いします。 

 

●委員長報告 
[ロータリー美術館] 晝間和弘館長 

8月 4日は村田ガバナー公式訪問です。ロー

タリー美術館を開催致しますのでお家にある

美術品、自分で書いた絵等、お宝が有りました

ら是非出品宜しくお願いいたします。 

[入間 RCゴルフ部会]  繁田光部長 

8 月 18 日に狭山ゴルフで第一回

のゴルフ会を開催いたします。二か

月に一回くらいに開催を予定して

いますので、是非しく皆さんの参加

お待ちしています。 

会報雑誌委員会] 細田浩司委員長 

・54頁の「オウォラビさんに聞きました。」 

RI 指定記事には会員増強のヒン

トが沢山書かれています。印象的な

のは、参加者にやってもらいたいこ

とを伝えるだけでは十分でなく、自

分の意見が聞きいれられているかどうか、また

ロータリーが期待に応えられているかどうか

を参加者に尋ね、その答えによく耳を傾ける事

が必要と書かれています。 

・58 頁では戦時下でのウクライナのロータリ

ークラブ会員の活動記事が掲載されています。

民間の病院に薬を供給したり、避難家族のため

のシェルターを見つけたり、次々に送られてく

る支援物資を管理活動しているとのことです。 

・62 頁には、2570 地区を走る、ポリオ根絶ク

ラシックカーラリーの概要が掲載。 

・84頁は、｢この人 訪ねて｣石川佳共子さん 

青森ロータリークラブの会長さんです。ＲＩ

会長も女性の方ですが、この方も。人間味溢

れる、我慢強い人柄が描かれていて、大変気

持ちがいい記事です。 

 

＜豊田義継会長＞ 
今年度の会長方針は、楽しも

うロータリー、そして心の通う

奉仕を！とさせて頂きます。 

 ロータリーの基本は、親睦と

奉仕です。親睦と奉仕について

の私の考えは、5 月 12 日の第 1 回クラブ協議

会の例会にて 40 分話しましたので省略します。

改めて申し上げたいのは、送られる方、また送

る方も喜びを感じる奉仕が、心の奉仕だと考え

ています。この事を考えながら、重点項目を３

つ挙げます。 

1.入間市の小中学校への教育資材の提供 

各々の学校が何を望んでいるかのリストを

提出していただき、社会奉仕委員会が中心

となって意見交換を行ない、ミスマッチの

ない、子供達も先生も喜んでいただけるも

のを提供します。 

2.子供の貧困問題への取組み 

日本では今、諸物価の値上がりなどもあり、

貧困家庭が確実に増えています。青少年委員

会が中心となり、社会奉仕委員会もからんで、

未来の子供達の為に今年はこの問題に取組

んでいきます。具体的には、南ロータリーと

共同で子供食堂に協力します。また、入間ロ

ータリークラブ単独でフードバンクに毎月

メンバーが持ち寄った食材を提供します。 

3.会員増強 

  今年は、会員増強に力を入れます。 

会員増強委員長には留年していただきまし

た。増強力のある委員長を中心に、全メン

バーが協力して若手会員や、女性会員の増

強につとめます 

 

＜木下登幹事＞ 
この度、入間ロータリークラ

ブ 2022年～2023年度、会長エ

レクトと幹事を同時に務めさ

せて頂きます木下登です。 

会長･幹事･ＳＡＡ 所信表明 
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入会は、吉永章子会長年度 2012年 7月で「入

間ロータリークラブ」に 10 年間在籍させて頂

いております。ここ 2・3年 2570地区の各クラ

ブでも新型コロナウィルス感染防止で、例会・

委員会・奉仕活動が少なくなっております。 

私の入会当時は、毎週昼食を頂き例会が活発

でした。又、委員会活動も盛んで家庭集会が毎

日のように、どこかで開催していました。世間

では、少子高齢化が進み、高齢社会の到来・高

齢化率の数字がマスコミで話題になっていま

した。入会して毎晩どこかで、ロータリーの 2・

3人と出会っていたことを思い出します。当時

の思いは、ロータリーの先輩方のパワーに圧倒

された思いがあります。「老人力ですかね・・・」 

今年度入間ロータリークラブは、例会が月 2

回・食事なし・夜間例会等の新型コロナウィル

ス対策実施中ですが、入間ロータリークラブの

活動に全員で知恵を出し合い工夫をして会員

の皆様と力を合わせ活発な奉仕活動が出来る

よう取り組んで行きたいと思います。 

豊田会長の掲げる目標である「入間市の子供

たちのために教材の寄贈・子ども食堂への協

力・講師卓話」等に幹事として微力ではありま

すが、全力で取り組んで行きます。 又、どん

な事でも私、幹事に連絡頂きたいと思います。

対応させて頂きます。 

どうぞ、皆様一年間宜しくお願いします。 

 

＜金井祐一 SAA＞ 
コロナ渦でまだまだ制限制

約がありますが、豊田会長年度

を有意義な例会運営が出来よ

う努めて参りますので宜しく

お願い致します。 

 

 

＜社会奉仕委員会＞ 馬路宏樹委員長 

今年度社会奉仕委員長の馬路

です。活動方針は「社会奉仕委員

会はクラブの所在地区及び、行

政区域内に住む人たちの生活の

質を高める為、様々な奉仕活動

に参加する事を奨励します。」とします。 

具体的な活動計画は「次世代の子どもたちの

ために」市内の小・中学校それぞれのニーズに

合った教育機材を提供します。既に各学校より

要望があり、現在手配をしており遅延なくお届

いたします。 

次に地区の社会奉仕活動に積極的に参加する。 

①アイバンク登録運動 

②ブライダル委員会活動に協力します。 

また、子ども食堂や子どもの貧困問題につい

て、青少年奉仕委員会と連携を図り、協力して

事業に取り組んで参ります。 

 
＜国際奉仕委員会＞ 一柳達朗委員長 
豊田会長年度の国際奉仕委員

会委員長を務めます一柳です。

一緒に活動をするメンバーは吉

永章子会員と宮崎正文会員で

す。一年間の活動方針と活動計

画をお話し致します。 

活動方針としては、「国際奉仕は、国際交流

を通じてロータリーの素晴らしさを感じる事

が出来る様に努める事と、支援を通じて国際社

会に貢献出来るようにする事です。この目的を

達成出来る様に活動していきます」です。 

活動計画は、 

1.ロータリー財団、米山記念奨学会へ寄付の継

続を行います。 

2.今年度当クラブで受け入れをしている米山

記念奨学生の「ヤン ユジン」さんを会員全

員で支援し育成に努めます。 

3.国際奉仕に関連する委員会と協力し、当クラ

ブとして何が出来るかを探求して行きます。 

正直、自分自身国際奉仕委員会というのはど

ういうことをするのか？まだ良く分かってい

ない所もありますが、国際奉仕の事業に参加し

ながら色々と勉強していきたいと思います。ど

うぞ宜しくお願い申し上げます。 

 
＜青少年奉仕委員会＞ 田中快枝委員長 

今年度は、毎月フードバンク

への協力を行います。今月は７

月 25 日に「NPO 法人フードバン

クいるま」へ届ける予定です。 

会員の皆様のご自宅にある食料

品等のご寄付をお願い致します。品物は、例会

時又は事務局（水・木・金）へお届けください。

１年間よろしくお願い致します。 

 
＜職業奉仕委員会＞ 間野尚委員 
委員長の杉田が所要により欠

席の為、わたくし間野が代読さ

せて頂きます。 

今年度の職業奉仕委員会は、

活動方針である「日常の職場活

動を通して、そこに携わる人々

●五大奉仕委員長年度計画発表● 
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の模範となり道徳的能力を向上させ、社会に貢

献する」を軸として参ります。委員会メンバー

の宮寺さん、間野さんを中心に、この一年間で、

ロータリーの「社会奉仕、社会貢献」を少しで

も学べたらと思います。但し、コロナ禍であり

ます。まずは無事に例会が開催される事を祈っ

ております。一年間宜しくお願い致します。 

 
＜クラブ奉仕委員会＞ 宮崎正文委員長 
ロータリーの五大奉仕委員長

は久しぶりなので、もう一度ロ

ータリーのことを勉強し直して

いきますので、よろしくお願い

いたします。 

今年度の活動方針で豊田会長のテーマ「楽し

もうロータリー・そして心の通う奉仕を！」を

基に、クラブ奉仕委員会内の各委員会と連携し、

公共イメージの向上を図ると共に、クラブ内の

繋がりを深め、力強いクラブ運営を目指します。 

ロータリーの基本は、親睦と奉仕です。クラ

ブライフを楽しみ、友情を深め、そして様々な

心の通う奉仕をしていくことを目指していき

たいと思います。 

活動計画としては、第 1に会員の純増 2名以

上を目指し、女性及び若い世代の増強を目指し

ます。今年度も菅野委員長には、ご迷惑をおか

けいたしますが、よろしくお願いいたします。

第 2に、出席率の向上を目指し、出席・親睦・

プログラムの 3委員会と連携し、充実した例会

を作っていきます。昨年度まではコロナ禍で大

変でしたけど、コロナに負けないで実施してい

こうと思います。第 3は、ロータリーの基本事

項の理解を深める研修を実施します。色々な研

修や学習を実施して勉強したいと思います。 

終わりに、クラブ奉仕に関わる各委員長さん

には、大変ご迷惑をおかけすると思いますが、

一年間ロータリー活動がスムーズに行われる

ようにご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

前年度会長幹事御礼 

＜今月のお祝い＞ 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 金井祐一ＳＡＡ 

 本日はよろしくお願いいたします。 

「入間南 RC齊藤定利様、齋藤良徳様」 

 豊田会長、木下幹事、金井 SAA 一年間頑張

ってください。 

「岩崎茂君、宮寺成人君、細淵克則君、忽滑

谷明君、宮崎正文君、繁田光君、晝間和弘君、

滝沢文夫君、吉永章子君、山岸義弘君、馬路

宏樹、田中快枝君、後藤健君、白幡英悟君、

一柳達朗君、細田浩司君」 

 入間南 RC齊藤会長、齋藤幹事ようこそ入間

ローターへ。本年度一年間宜しくお願い致

します。 

「豊田義継君、木下登君、金井祐一君」 

 忽滑谷さん写真ありがとうございます。 

「豊田義継君、木下登君、細淵克則君、山

岸義弘君、奥冨茂生君、宮寺成人君、吉沢

誠十君、間野尚君」 

 水村さんガバナーお疲れさまでした。 

「田中快枝君」 

本日\62,000 累計\62,000 

 

＜出席報告＞ 寺井裕昭委員長

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

37名 23名 75.5％ ----- 

事前欠席連絡 2名 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 7月号 

② ｢留学説明会｣公開説明会開催ご案内 

③ 村田ガバナー新年度のご挨拶 

④ フードバンクいるま活動ご協力 

⑤ ｢新しい年度の船出を祝して」岩崎会員 

⑥ 8/18入間 RCゴルフ会のご案内・出席表 

⑦ 他クラブ例会週報&お知らせ 

⑧ 入間クラブ週報 2021-22年度 18,19号 

⑨ 年度計画書 

会員誕生日 田中快枝君 吉永章子君 

夫人誕生日 
杉田理加様 菅野紀代様 

一柳千史様 

結婚記念日 後藤健君  吉沢誠十君 

 

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：細田浩司 


