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＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570地区ガバナー 村田 貴紀 様 

 昨年度は水村ガバナ

ーと忽滑谷地区幹事に

は地区のために大変お

世話になり心より感謝

申し上げます。すでに

盾とバッチを地区より

お渡していますが、本

当はお持ちして「あり

がとうとございます」とご挨拶しなければ

なりませんでした。 

 公式訪問も 48 クラブが済み、やっと終

わりに近づいています。今年度、新設とし

て「子ども家庭委員会」を設けさせていた

だき、各クラブを回り子どもへの支援が大

事だと強く感じています。私の 25 歳の息

子と 23 歳の娘は先天性四肢障害を持って

おり、小さい頃はいじめにも遭いました。 

 ロータリーの「行動規範に「ハラスメン

トをなくしましょう。影口・悪口・誹謗中

傷はなくしましょう。」と記載されていま

す。このような注意書きを載せなくては分

からない世の中になってしまったのかと

感じています。 

地域の様々の子ど

もたちに目を向け

て地区として又、

クラブとして活動

して頂ければと思

います。本日はあ

りがとうございま

した。 

 

🌸会長挨拶🌸  豊田義継会長 
 本日の例会はサプライ

ズで、村田ガバナーのメイ

キャップがありますので、

会長の時間はガバナーに

お譲りしたいと思います。 

私からは一点のみ申し

上げます。10月に入間市の

戦没者追悼式が入間市産業文化センター

で行なわれ、ロータリーとして出席してき

ました。太平洋戦争から 75 年が経過し、

戦争を体験した人達がいなくなってきま

した。当然のことながら、若い人達は戦争

をリアリズムで捉えられないと感じてい

ると思います。 

しかし、ウクライナの戦争をテレビやメデ

ィアで見ていると、75 年前の日本もこれ

と同じような情況だったと思うと、胸をし

めつけられるような気分になります。 

私達はいつまでも世界が平和であり、ロー

タリー活動も平常に出来ることを願いな

がら、会場を跡にしました。 

  

 

＜幹事報告＞ 木下登幹事 
＜協議事項＞ 

1.1･2月のプログラム                       
 ・1/12(木) 通常例会 
  第 7回定例理事会 

  （西山荘）17:00 
 ・1/19(木) 
   入間市長年頭所感 
   ロータリー美術館開催 

5号 ３２５６回例会 ２０２２年 11月 10日（木） 
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 ・2/2(木)クラブ協議会 
  第 8回定例理事会（西山荘）17:00 

 ・2/16(木)  通常例会 
2.新会員駒形一人君新会員入会申請書 
 理議会受理    
3.ロータリーの友購読（WEBか購読か）                 
 従来どおりの購読にする 
4.2023・2024年度派遣ロータリー財団奨 
 学生候補生（佐藤哲郎様）スポンサー 
 クラブカウンセラー受け入れ 
5.米山奨学生ヤン ユジンさん休学 
6.ウクライナ募金(地区社会奉仕委員会）                
 クラブ外での募金とする 

7.入間市教育員会寄贈 12/6(火)13:00 
 から市長室にて 
 参加者:豊田会長・木下幹事・馬路社会 
 奉仕委員長・金井 SAA・吉岡広報委員長 
＜報 告・予 定 等＞ 
Ⅰ・11/15（火）日高 RC40周年記念式典 

  豊田会長・木下幹事出席 
 ・11/19～22ロータリー研究会 欠席 
 ・12/1(木)インフルエンザ予防接種 
    25名接種予定 12時より 西山荘 
 ・12/4(火)米山記念奨学委員会第 2回 

  カウンセラー会議 
  米山記念奨学委員会クリスマス会 
    一柳会員出席 
 ・12/14第 3回会長・幹事会  
  ・12/15(木)クリスマス例会（うかい亭） 
  詳細は、後日連絡 
Ⅱ・11/25(金)武蔵中学校区 
   「地域交流研修会」   
  ・12/9(金)豊岡中学校区年末パトロール 
  ・1/11(水)入間市商工会賀詞交歓会 

  豊田会長出席 
 ・1/26(木)次年度万燈まつり実行委員会 
  宮崎会員出席 
 ・ロータリーレート 148/＄ 
 
●委員長報告 
[親睦活動委員会] 白幡英悟委員長 
クリスマス例会について家庭集会をも

う一度開催いたしますので関係者の方々
は、よろしくお願いいたします。 
 

 
 
 
 

●各小委員長年度計画発表● 

■会員選考委員会 山岸義弘委員長 

今回、駒形さんを推薦して

理事会にかけています。これ

からもドンドン推薦いただ

ければと思います。ご協力の

程宜しくお願い致します。 

 

■会員増強委員会 菅野茂実委員長 

クラブの歴史、また伝統を

継承し、会員増強を行ってい

きます。活動計画として本年

度 2名又、女性会員の入会を

目標とします。次に職業分類

表を参考にした人材、情報の

共有化を図ります。各委員会との連携を計

り一人でも多くの方が例会に参加できる

事を目標にします。 

  

■ロータリー情報委員会 滝沢文夫委員長 

実際の活動が今は出来て

いませんが、年が明けまし

たら入会 3 年未満の方を中

心に勉強会を開催したいと

考えています。よろしくお

願いします。 

 

■出席向上委員会 金田晋委員  

活動方針として出席への声かけ運動を

積極的に推進する。活動計画としては、一

年間の活動・報告等のテーマ選択、欠席者

の現状把握、出席率向上のため工夫する。 

これらの活動を一年間通じて，クラブとし

て少しでも出席率の向上に繋がるよう励

んでいきたいと思います。 

 

 

■会報・雑誌動委員会 細田浩司委員長 

皆様にとってロータリー

の様々な有益な情報を紹介

して行きます。また、週報

に間違えのないよう、事前

にチェックします。どうぞ

宜しくお願い致します。 
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■親睦活動委員会 白幡英悟委員長 

会員及びその家族がロー

タリークラブの役割を楽し

く理解できるような行事を

開催するとありますが、実

際にはクリスマス例会で終

わるような気がしていま

す。活動計画として 9 項目挙げています。

例会の休みも多いですが、あきらめないで

頑張ってこれからも可能な限り企画して

参りますのでよろしくお願いいたします。 

 

■プログラム委員会 間野尚委員長 

活動計画として中身の濃い、充実した例

会をめざす。次に家族相互の親睦・交流が

できるように親睦旅行・日帰り美術館・ク

リスマス例会などを行うと企画していま

すが、コロナ感染対策として予定していた

プログラムが中止及び変更となっており

ますが、引き続き楽しい例会を考えていま

す。近々ではクリスマス例会を八王子のう

かい亭で行います。皆さんの参加お待ちし

ています。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

■広報委員会 吉岡信人委員長 

活動方針・計画は年度計

画書通りです。先ほど木下

幹事からも報告がありまし

たが、12月 6日に入間市役

所の市長室にて寄贈式があ

ります。その際にメディア

入間ケーブルテレビと埼玉新聞の記者が

来る予定になっていますので、しっかりと

ＰＲ活動できるよう頑張って参ります。協

力の程、お願い申し上げます。 

 

■ロータリー美術館 晝間和弘館長 

8月にガバナー公式訪問

の際にロータリー美術館

を開催しました。来年の入

間市長年頭所感の例会で

もロータリー美術館を行

いますので、多くの方のお

宝の出品をお願いいたします。日帰り美術

館は会長、親睦活動委員会、プログラム委

員会と家庭集会を行い春先に開催できれ

ばと考えています。宜しくお願い致します。 

 

 

■ロータリー財団委員会 繁田光委員長 

活動方針、活動計画は年

度計画書に書かれている

とおりです。本日、皆さん

にロータリー財団寄付の

お願いを回覧いたしまし

たので、ご協力よろしく

お願いいたします。 

またゴルフ会の回覧も本日回しており

ますので多くの方の参加をこちらも宜し

くお願い致します。 

 

■米山記念奨学委員会  関谷永久委員 

 米山財団の寄付にご協

力いただき誠にありがと

うございました。米山奨学

委員会は日本独自のプロ

グラムです。理解を深めて

いただくとともに奨学生に

対する支援もこれからも協力よろしくお

願いいたします。 
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水村雅啓直前ガバナー 
 先週は一柳さんと

細田さんと一緒に三

島にある米山記念館

の日帰り研修旅行に

行ってきました。一柳

さんは 4 回も訪ねて

いるそうで凄いです

ね!行くと本当に詳し

く解ります。素晴しい例会場と米山梅吉翁

の人柄・功績が良く解ります。彼は 3人息

子さんがいらして、長男を 20 歳で次男を

21歳で亡くされています。3番目の方が後

を継いでおられます。そのような中でロー

タリーを作ったり、三井銀行の退職後、こ

れからは社会貢献だということで様々な

病院に寄付したり、貧困の村にお金を出し

たり、図書館を作ったりと素晴しい活動を

されて、最後は殆どお金は残っていなかっ

たと云われています。 

皆さんも一度訪ねて行き、再度ロータリア

ンになっていただきたいと思います。偶に

は皆で勉強するのも大切ではないでしょ

うか。今日は久しぶりに喋れて嬉しいです。 

 
 

＜今月のお祝い＞ 

 

 

＜出席報告＞ 後藤健委員

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

37名 24名 68.0％ ----- 

  事前欠席連絡 2名 

 

 

＜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。 

 「村田貴紀様」 

 村田ガバナー本日は入間クラブお出で

いただきありがとうございます。 

 「豊田義継君、木下登君、金井祐一君 

  関谷永久君、繁田光君、晝間和弘君」 

 先日、小学 6 年の息子が運動会で 1 位

となり学校で一番足が早い生徒となり

ました。 

  武蔵野市の秋季少年野球で高学年、ジ  

   ュニアに優勝し 36年ぶりにアベック 

   優勝することができました。 

  「一柳達朗君」 

 早退いたします。 

  「杉田宏充君、後藤健君」 
 

本日\65,000 累計\245,000 

 
 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 11月号 

② ガバナー月信 Vol.13(1年を振り返って) 

③ ガバナー月信 7.8.9合併号 

④ ハイライトよねやま Vol.271 

⑤ バギオたより Vol.93 

⑥ 9/22地区大会冊子 未来に向けて 

⑦ 国際交流 NEWS No.122 

⑧ 地区会計報告書訂正及びお詫び 

⑨ ポリオ根絶 SLジャックプロジェクト 

⑩ 他クラブ例会週報&お知らせ 

⑪ 12/15入間 RCゴルフ会ご案内 

⑫ フードバンク寄贈 10月受領書 
⑬ (株)いわさき代表取締役退任と就任挨拶 

⑭ 入間 RC週報 4号 

 

会員誕生日 関谷永久君 

夫人誕生日 
白幡レイ子様 馬路清美様  
奥冨恵美子様 金田礼子様 

結婚記念日 

後藤賢治君 白幡英悟君 
宮寺成人君 滝沢文夫君 
水村雅啓君 細田浩司君 

齋藤栄作君 金田 晋 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 

 


