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お客様<オブザーバー> 

(有)モリヤ電機 代表取締役 津藤淳也様 

 埼玉県電気工事工業組合飯

能支部青年部の部長をやらせ

ていただいています。私は出

身が山形でどうしても雪国と

いうことで、父の影響もあり

富士重工スバルが好きでスバルの話にな

りますと止まらなくなってしまいます。皆

様とともに入間ロータリーさんの会員と

して今後入間市に貢献できるように頑張

っていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします 

✿紹介者  後藤健会員

 増強委員長の強い「何とか

して下さい」と言うのがあっ

たので、今回モリヤ電機の須

藤さんに入会していただけ

る事になりました。変わった

趣味がありまして、何かスバルを沢山保存

しているそうです。車が好きな皆様と良い

付き合いができるのではと思います。宜し

くお願い致します。 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 
岩崎茂君   菅野茂実君 

繁田光君 

結婚記念日 

忽滑谷明君 岩崎茂君 

繁田光君  木下登君  

菅野茂実君 

 

🌸会長挨拶🌸  豊田義継会長 
 昨日のニュースで、２月

に値上がりする品目は、

5,463 品目との発表があり

ました。 

これは、昨年 10月に次ぐ２

番目に大きな値上げで、今

迄になかった物価上昇現象です。又、４月

に値上げをすると予告をしている企業も

ありますし、５月には電気料金も大幅に値

上げとなります。 

理由は種々云われている通りだと思いま

すが、これだけ上昇してくると、貧困や生

活困窮者が増加してくると考えられます。 

 今年度、会長方針の重点項目の一つに、

この貧困や生活困窮者に対するフードバ

ンクへの支援、子供食堂への支援を明記し、

青少年委員会、社会奉仕委員会を中心とし

て、この問題に取り組んで参りました。１

月の第１例会では、入間フードバンクの事

務局長に卓話をお願いしました。そして、

フードバンク代表世話人に、入間ロータリ

ークラブから会員の寄付も含めて 10 万円

の寄付を行ないました。代表世話人の、現

在ミルク代金が月々２万円も不足してい

るというスピーチを伺い、青少年委員会の

提案でミルク BOXを設置し、例会時に会員

に協力していただけたらとの事になり、本

日の理事会で承認され、設置が決定致しま

した。集まった金額をフードバンクへ寄付

してまいります。４月の例会では、子供食

堂の関係者の講師例会を予定しておりま

す。皆様の御協力をお願い致します。 

10号 ３２６８回例会 ２０２３年 2月 2日（木） 
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 私達が考えていたより早いスピードで、

この問題がマスコミに取り上げられる日

が近づいているような気がします。 

年度後半に向けても、支援を続けてまいり

ます。 

 ２月の第２例会は、日本女子プロゴルフ

協会、会長小林浩美様の講師例会です。 

せっかくの機会ですので、会員の企業の中

で聞きたい方は参加をしていただくこと

を可とすることが理事会で承認されまし

たので、ぜひ御参加下さい。 

 

 

＜幹事報告＞ 木下登幹事 
1.2月・3月・4月のプログラム                     
・2/2(木)第 4回クラブ協議会 

五大奉仕 委員長活動報告 

第９回定例理事会 17時開催 

 ・2/16(木)講師例会：日本女子プロゴル 

  フ協会会長小林浩美様 

  入間RC・入間南RCとの合同例会 13:00 

  ～さくら草ホール 

 ・3/2(木)会員卓話：前地区ガバナー水村  

雅啓会員 前地区幹事 忽滑谷明会員

第 10回定例理事会(西山荘)17時開催 

・3/16(木) 講師例会  講師：中部航空

方面隊司令官 空将 坂本浩一様 

・4/6(木)第 5回クラブ協議会 

 小委員長活動報告 

  第 11回定例理事会(西山荘)17時開催 

 ・4/18(火)入間南 RCとの合同例会 

  プリーツドットアイ 18:30～ 

2.新会員入会の件 

 宇野健一様、旭雅則様、津藤淳也様 

 以上 3名新会員入会時の申請書 

3.次回例会よりフードバンクへの募金箱 

 を用意。メンバーの協力をお願いします。                                  

4.豊田会長より諮問委員会勉強会におい  

て豊田年度では、内規の見直し及び委

員会の設置は考えていない。 

＜報 告・予 定 等＞ 

・2/16（木）入間ＲC・入間南 RC合同例会

（13:00～13:30）さくら荘ホール 

  講師：小林浩美様（13:30～14:30） 

・2/25（土）2023～2024年度 地区チーム

研修セミナー 次年度地区役員参加 

・3/5 (日)米山記念奨学生修了式・歓送会            

一柳会員、細田会員出席 

・3/15(水)第 4回会長・幹事会 

 豊田会長、木下幹事出席 

・3/25(土)会長エレクト研修セミナー 

 場所・時間未定 木下エレクト参加 

・4/23(日)地区研修・協議会 

 場所・時間未定 後日報告 

☆2/16(木)入間ゴルフ協会親睦 

 ゴルフコンペ杉田会員参加 

☆ 2月ロータリーレート 130/＄ 

 

委員長報告 

地区社会奉仕委員会 晝間和弘副委員長 
 地区社会福祉委員会のア

イバンク委員会で献眼登録

を行っています。本日申込書

を沢山お持ちしています。興

味ある方はぜひご協力宜し

くお願いいたします。 

 

会報雑誌委員会 関谷永久委員 

 ロータリーの友 2 月号の

13 ページに吉田会員が例会

でも卓話をされたお話が載

っておりますのでご覧にな

ってください。 

 

＜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 22名 61.1％ ----- 

  事前欠席連絡 3名 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 金井祐一ＳＡＡ 

 津藤様ようこそ入間 RCへ、お待ちして

おりました。 

 「豊田義継君、木下登君、金井祐一君、

晝間和弘君、繁田光君、一柳達朗君、

後藤健君、菅野茂実君」 

 岩崎さんお久しぶりです。 

 「滝沢文夫君」 

 本当に長い間休会し申し訳ありません

でした。今日はとても嬉しい日となり

ました。 

  「岩崎茂君」 

  本日\49,000 累計\405,000 
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＜クラブ奉仕委員会＞ 宮崎正文委員長 

 今年度の豊田会長のテ

ーマの通り「楽しもうロー

タリー・そして心の通う奉

仕を！」ということで、活

動をしてきました。 

 活動計画より、1 の会員

純増 2名以上は、菅野会員

増強委員長のおかげで何とか達成できる

見込みです。あと 5か月ありますので、女

性も入会させたいです。 

 2の充実した例会では、出席・親睦・プ

ログラム委員会と連携し、昨年 12 月にク

リスマス例会を八王子うかい亭で実施す

ることができました。大変、良かったと思

います。 

 今年度も、あと 5か月ありますので、引

き続き充実した例会になるよう、努力して

いきたいと思いますので、会員の皆様のご

協力をお願いいたします。 

 

＜職業奉仕委員会＞ 杉田宏充委員長 

 活動方針に沿った活動

は出来ていませんが、当職

の「入間市ごみ減量化等協

力会」に参加し、「フード

バンクいるま」や「子供食

堂」を通じて間接的に食品

ロスを減らす運動に寄与

しました。 

 

＜社会奉仕委員会＞ 馬路宏樹委員長 

活動計画の①「入間の次

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

器財を届ける。については

週報７号の通り、令和４年

12 月６日入間市役所市長

室に於いて市内２８小中学校に対して

100万円分の教育器財が贈られました。又、

それに先立ち令和４年 10 月６日には入間

市教育長中田一平様にお越しいただき「入

間市の小中学校の現状と未来」と題し、卓

話をいただきました。 

②地区の社会奉仕活動に積極的に参加

する。については令和４年７月２４日国立

女性教育会館の於いて国際ロータリー第

2570地区「社会奉仕委員会・子ども家庭委

員会」合同セミナーに参加し「アイバンク

献眼登録」のお願いと「10月 30日ふれあ

いカップリングパーティ」参加者の募集告

知を行いました。また、国際ロータリー第

2570 地区の社会奉仕委員会からの「ウク

ライナ支援金募金箱」には今後とも皆様の

ご支援を宜しくお願い致します。 

③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む。については「フー

ドバンクいるま」への一層、資金面と物資

両面のご協力をお願い申しあげます。 

 

＜国際奉仕委員会＞ 一柳達朗委員長 

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。しかしそれ程活動という活動は出来て

いませんが、今日も領収書が皆様の所に配

られているように計画の中のロータリー

財団、米山記念奨学会へ寄付の継続は行っ

ています。皆様のご協力本当にありがとう

ございます。 

また、当クラブで受け入れをしている米

山記念奨学生のユジンさんについて細田

カウンセラーより連絡があり、4月１日に

復学すると聞いています。本人はコロナ陽

性になり、腸炎になり入院し現在も通院し

ているそうですが、大分回復しているそう

です。4月上旬に帰国をする予定との事で

す。米山記念奨学部門統轄委員長の渡邊さ

んともやり取りをしており、4月 2日（日）

に行われるオリエンテーションにも出席

してほしい旨も伝えています。まとまりが

有りませんが、どうぞ宜しくお願い申し上

げます。 

 

 

 

●五大奉仕委員長報告● 
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＜青少年奉仕委員会＞ 田中快枝委員長 

活動計画として 

１.地域の子ども達の貧困

問題への取組は、今後の

課題として検討中です。 

２．フードバンクへの協力

は、皆様のご協力により

毎月お届ける事が出来

ています。フードバンク入間では、毎月

のミルク購入費が２万円かかるとのお

話を伺い、少しでも入間クラブで協力

できればと思い豊田会長にお話をして

｢ミルク募金箱｣を次回の例会より置く

ことになりました。例会毎にポケット

の小銭を｢ミルク募金箱｣へ入れていた

だけます様ご協力をお願いします。 

 

 

会員選考委員会  山岸義弘委員長 

 沢山の入会希望者がいて

いただいて忙しくなりそう

で嬉しく思ってます。規定通

りに選考させていただこう

と思っています。よろしくお

願いします。 

 

会員増強委員会 菅野茂実委員長 

 まずは理事会で 3 名の入

会承認をいただきありがと

うございました。皆さん会

員の方々も反対のないよう

によろしくお願いします。

まだ 4 ヶ月ありますけれど

も、あと 1人何とかしたいなとは思ってい

ます。 

 2 年連続で会員増強をやらせてもらい

ました。連続の方が増強ができるのではな

いかと思います。もし今度、増強をやる方

は 2年連続であれば、また 5人ぐらい増強

できると思っています。ご協力よろしくお

願いします。 

ロータリー情報委員会 滝沢文夫委員長 

 近々ロータリー情報をや

りたいと思っています。例

えばロータリーで必ずやら

なくてはいけない事とか、

出席するとか、会費を納め

る。それから本を読む。何の

本かというと今日配布して

いる「ロータリーの友」を読むというのが、

ロータリアン最初の基本の基本で、そうい

うようなことを、ロータリー情報の会とし

て、3 年未満というか、2 年未満ぐらい、

もっと言うと今年入った人ぐらいだけで

もいいので、やりたいと考えています。 

 後、お願いが一つあってマイロータリー

に登録をしてください。閲覧していただく

と勉強するところだとか、行動するところ

だとか、そういう項目があります。会長は

勿論お使いだと思いますが、エレクトの木

下さんもお使いだと思いますが皆さんも

使っていただけると、ありがたいです。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友２月号 

② 入間市ゴルフコンペご案内 

③ ロータリー財団海外派遣奨学生募集 

④ 寄贈品受領書フードバンク１月分 

⑤ ２/16例会時のお弁当申し込み 

⑥ ロータリー寄付金源泉証明 

⑦ 他クラブ例会週報&お知らせ 

⑧ 入間 RC週報 9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 

●小委員長活動報告● 


