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＜今月のお祝い＞ 

 

🌸会長挨拶🌸  豊田義継会長 
 今日は、２点話をします。 

１番目は、ガバナー補佐選

出の件です。高丹ガバナー

エレクトから指名で、次年

度（2023-2024年）第３グル

ープのガバナー補佐に齋藤

栄作会員を選出してほしいとの文書が届

きました。ガバナー補佐は、ガバナーが任

命するものでありますので、この指名は重

いと受け止めております。 

第３グループの会長、幹事会でも、次年度

は入間ロータリークラブから補佐を出す

ことが承認されております。 

昨年度のガバナー選出、そして次年度補佐

と会員の負担は多少あると思いますが、全

会員で支援していくべきと考えておりま

すので、宜しくお願い致します。 

  ２番目は、例会の食事の件です。 

食事を出した方が良いとの意見も多少出

されておりましたので、本日はテスト的に

出すことにしました。食事を出すに当り、

全会員にアンケートを取りました。その結

果、食事ありの方が 45.7％、食事をいらな

い方が 54.3％となりました。 

 

 

今日は例会後、親睦プログラムによるクリ

スマス例会についての家庭集会がありま

すので食事×の方もあり、多少の数字は変

わると思いますが、概ね 50％ずつと考え

ております。また、例会場の西山荘は、繁

田会員の場所なので、食事によるクラスタ

ーが発生した場合、繁田会員の経営する

「いるまの湯」にも影響を及ぼすので避け

たいのと、そして食事後のゴミも各自持ち

帰っていただくことになります。 

これらのことを考えて、今年度は西山荘で

例会を行う場合、食事を提供しない方針と

致します。このことは先程の理事会でも承

認されました。以上２点を申し上げ、会長

挨拶とします。 

 

＜幹事報告＞ 木下登幹事 
＜協議事項＞ 

１.1･2･3月のプログラム 

・1/12(木)講師卓話 

  フードバンクカミヤマ様 

  第 8回定例理事会開催 

・1/19(木)入間市長年頭所感 

  ロータリー美術館開催 

・2/2(木)クラブ協議会 

  第 9回定例理事会 17:00～開催 

・2/16(木)講師例会（講師は後日） 

・3/ 2(木)会員卓話  

    前ガバナー補佐水村雅啓会員 

  前地区幹事忽滑谷明会委員 

・3/16(木)講師例会（講師調整中） 

２.2570 地区次年度ガバナー補佐選出の件 

  齋藤栄作会員選出               

会員誕生日 

忽滑谷明君 木下登君 

滝沢文夫君 杉田宏充君  

細淵克則君 晝間和弘君 

荒井正武君(古希) 

夫人誕生日 宮寺美智子様 

6号 ３２５９回例会 ２０２２年 12月 1日（木） 
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３.新会員駒形一人君新会員承認の件                            

４.吉永章子会員退会願いの件                              

５.米山記念奨学生ヤンユジンさん 

  米山奨学会にて休学受理              

６.例会食事の件 豊田年度は食事無しで 

  例会を開催する 

７.レジグネードに晝間和弘会員が選出                          

＜報 告・予 定 等＞ 

①12/４(日)米山記念奨学委員会第 2回 

 カウンセラー会議 

 水村前ガバナー、細田会員出席 

 米山記念奨学委員会クリスマス会 

  一柳会員 出席 

②12/14(水)第 3回会長・幹事会  

③12/15（木）クリスマス例会（うかい亭） 

 現在 43名出席 

④5/28(木)メルボルン国際大会日本人親    

善朝食会 希望者募集中 

❶12/9（金）豊岡中学校区年末パトロール   

❷12/16(金)黒須中学校区地域交流会 

❸1/11(水)入間市商工会賀詞交歓会 

❹1/26（木）次年度万燈まつり実行委員会   

❺12月ロータリーレート 138/＄ 

 

●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

本日、家庭集会をナポリの
かまどで行います。関係者
の方々は、よろしくお願い
いたします。 
 
[社会奉仕委員会] 馬路宏樹委員長 
 社会奉仕委員長の馬路

です。国際ロータリー第
2570 地区の社会奉仕委員
会から「ウクライナ支援金
募金箱」が配布され、クラ
ブ外部に向けて募金活動
を行う旨の通達がありました。例年であれ
ば万燈まつりなどで街頭募金の呼びかけ
も可能でしたが、本年は万燈まつりには参
加しませんでした。現在のコロナ禍の状態
では今後もその様な活動は不可能と判断

致しました。不本意ではありますが、クラ
ブ内での募金と切り替え、本日より募金箱
を設置致しますので皆様のご支援を宜し
くお願い致します。 
 

[ロータリー奨学委員会] 繁田光委員長 
 ロータリー財団委員長か

ら皆様からのご寄付を心よ

り感謝いたします。ありが

とうございました。 

 次に、ゴルフ部会からで

すが、12/15のゴルフ参加者

は今のところ 9人となっております。まだ

思案中の方は、本日が締め切り日ですので

返答宜しくお願いいたします。 

 最後に例会場でのお弁当の残飯は、個人

で持ち帰ってください。よろしくお願いし

ます。 

 
[青少年奉仕委員会] 田中快枝委員長 
 いつもフードバンクご協
力ありがとうございます。今
月は 26 日に届ける予定です
のでよろしくお願いいたし
ます。 
 
 

次年度ガバナー補佐 齋藤栄作会員 
 ありがたいことに、9

月の段階で高丹ガバナ

ーエレクトよりお話を

内々に受けました。今、

コロナの関係や、日本

のロータリーがどうあ

るべきか、又 2570地区

がどうあるべきかを強

く思われていて、今後

一緒に手伝って頂きたいとのお話でした。

ロータリーのルールに沿って正式な書類

を豊田会長に出していただき、指名を受け

又、本日皆様に拍手にて承認をもらい、次

年度では入間ロータリークラブの為に活

動して参りたいと思っております。どうぞ

宜しくお願いいたします。 
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■■■クラブ年次総会■■■ 
第 2 号議案 入間ＲＣデジグネートに晝

間和弘会員を指名いたしました。 

○総会にて全会一致で承認されました。 

＜晝間和弘デジグネート挨拶＞ 

伝統ある入間ロータリ

ークラブに 2008 年平成 20

年 9 月 4 日に第 50 代岩崎

会長年度に入会し、2020年

令和 2 年第 61 代滝沢会長

年度で幹事を仰せつかり、

第 2570 地区水村ガバナー

年度では地区社会奉仕副

委員長を務めさせていただきました。 

まだ、まだ経験は浅いですがロータリー

を学び何が出来るかを？準備して行き皆

様のご意見や要望等も聞きながら２年間

準備したいと思いますのでご協力宜しく

お願い致します。 

 

 

<木下登エレクトより> 

  みなさん今晩は、次年度

会長予定者の木下です。 

  ここ 2・3年「新型コロナ

ウイルス感染」の影響で毎

週の例会は、半数以上が休

会となり、会員の皆様と顔

を合わせる機会が非常に少なくなってい

ることに危惧している所でございます。 

 会長エレクトの立場で気が付けば、次年

度の動きが始まり、改めて気を引き締めて

進めて参りたいと思っております。 

 次年度、私を支えて頂く大事な役員を紹

介させて頂きます。幹事には間野尚さん、

SAAには白幡英悟さん、会計には滝沢文夫

さんをお願いいたしました。どうぞ宜しく

お願いします。 

 

 

 五大奉仕委員長は、本日レジグネードに

選出されました晝間和弘さんにクラブ奉

仕委員長に就任して頂きます。4大奉仕委

員長は、1 月に発表させて頂く予定です。 

 役員の皆様には、例会・家庭集会を中心

に、どの様にしたら活動が出来るようにな

るか、どのようにしたら会員の皆様との出

会いを多くできるようになるのか、工夫と

知恵を出し合い、話し合いの場を多くして、

少しずつ入間ロータリーの活動を活発に

して行きたいと思っております。 

会員の皆様のご協力宜しくお願いします。 

 

 
＜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 28名 80.0％ ----- 

  事前欠席連絡 2名 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 金井祐一ＳＡＡ 

 早退いたします。  「友野政彦君」 
 

本日\39,000 累計\284,000 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 12号 

② ガバナー月信 10月号 

③ ハイライトよねやま Vol.272 

④ 腎・アイバンク第 34号 

⑤ 2023-2024年度ガバナー補佐選出について 

⑥ ロータリーの友 2021-22年度事業報告 

⑦ 日本人親善朝食会のご案内 

⑧ 地区大会プログラム訂正について 

⑨ 他クラブ例会週報&お知らせ 

⑩ フードバンク寄贈 11月受領書 

⑪ 入間 RC週報 5号 

 

 

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 

 


