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それでも 05 年に死去した際には葬儀の様子がＢ
●●●会長の時間
友野政彦会長
ＢＣによって世界に生中継で伝えられ、その後オ
昨日は所沢にて、現・新会長幹事会が行われま
ールド・トラッフォード(マンＵのホーム）の外に
した。幹事をさせてもらった時を含めて 4 度目の
ブロンズ像が建てられたほどファンにとっては忘
同会への出席になりますが、いつものことながら
れえぬゼッケン 7 でした。同様に 95 年にバロンド
リラックスした現会長・幹事と心もち緊張した新
ールをアフリカ人として初めて獲得した｢リベリ
任の方々の表情が印象的でした。会において、地
アの怪人｣ジョージ・ウェアや 70 年代後半からブ
区分担金が上がってしまった事に対する批判、そ
ンデスリーガで活躍した奥寺康彦選手も強豪国出
してＩＭ実施の是非を問う声がありました。
さて、明日早朝にはサッカーＷ杯が開幕します。 身でなかったために（当時の日本はお世辞にも強
豪国とは言えませんでした）Ｗ杯に出場できませ
開幕戦（ブラジルークロアチア）では西村主審が
んでした。我々は「出場できない悲哀」を忘れつ
笛を吹き相楽・名木両副審とともに日本トリオで
つあります。ともあれ約 1 か月に亘って行われる
試合を裁きます。日本代表は 5 大会連続 5 度目の
Ｗ杯を大いに楽しみたいと思っています。
出場で、今や出場するのが当たり前になりつつあ
ります。しかし出場国は 32 か国で、出場できない
＜ニコニコＢＯＸ＞
滝沢文夫ＳＡＡ
国と地域は 177 あります。プレミアリーグの名門
友野政彦君～忽滑谷さん妹の本を購入下さってあ
マンチェスター・ユナイテッド(以下マンＵ)にラ
りがとうございます。友野政彦君、滝沢文夫君～
イアン・ギグスという名選手がいました。90－91
加藤さん昨日は送迎ありがとうございます。
年シーズンにデビューし、13－14 年を最後に引退
本日\3,000
累計\899,200
し、同クラブのアシスタントコーチに就任してい
ますが、
現役時代には不動の左ウイングで 12 度の
＜出席報告＞
木下登出席委員長
プレミアリーグ優勝と 2 度のチャンピオンズリー
会員数
出席数
出席率
前回修正率
グ優勝に貢献しています。ところがギグスはＷ杯
出場経験がありません。なぜならば彼はイギリス
40 名
26 名
70.0％
82.5%
人でもウェールズ代表であり、ウェールズは強豪
事前欠席連絡 4 名
国ではないからです。もう一人同じマンＵにかつ
■回覧、配布物
てジョージ・ベストという選手がいました。63 年
① RI2570 地区派遣学生 5 月次報告書
に 17 歳でデビューし 64－65 と 66－67 にリーグ優
② 第 20 回わんぱく相撲入間大会のご報告と御礼
勝、67－68 にはリーグ得点王とＵＥＦＡチャンピ
③ 6/26 友野年度最終例会出欠表
オンズカップ(現在のチャンピオンズリーグ)優勝
④ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ
を手にしています。ただ 66 年のＷ杯でイングラン
⑤ 週報 46 号
ドが優勝しましたが彼は出場していません。彼は
イングランドではなく同じイギリスでも北アイル
■小委員会報告 (先週に引き続き)
ランド代表だったのです。また、ジョージ・ベス
■健康管理委員会
豊田義継委員長
トは天才といわれましたが先に挙げたギグスのよ
活動計画の中でインフルエンザ予防注射と、会
うな優等生ではなく、ピッチの中でも外でも悪童
員による「長生きの秘訣」の卓話を実施しました。
でした。派手な異性関係や夜遊びによるアルコー
体力測定やウォーキングが出来ず残念でした。
ル依存症のために全盛期は長くありませんでした。
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■■奉仕委員長 事業報告■■
■クラブ奉仕委員会

粕谷康彦委員長
本年度の活動計画として、い
くつか挙げさせていただきまし
たが、第一にクラブ活動の基本
である会員増強に重きを置き、
今回は１名の会員が入会しまし
た。残念ながら１名の退会者が
出て純増０となりました。
親睦活動、プログラム、ロー
タリー美術館各委員会との共同開催に辺り、常に
家庭集会を開き活発な意見交換をいたしました。
親睦旅行は茨城県五浦の天心記念美術館の視察と
東山温泉に宿泊しました。又、ロータリー美術館
では５月に日帰りで箱根の岡田美術館を視察しま
した。プログラム委員会は講師卓話を入間市長田
中様、入間市教育長村野様、埼玉りそな銀行入間
支店長、佐山警察署所長会田様にお願いしての卓
話、また会員卓話は今迄にない大勢の会員に、職
業紹介や趣味の話をしていただきました。武蔵野
音大での移動例会で、楽器博物館のピアノの他楽
器の見学会や、今回初めての試みである座禅会(馬
路住職の長徳寺)など、多勢の参加で大変良い時間
を過ごさせてもらい体験できました。
出席はロータリークラブの例会では最大の義務
であると思います。メークアップの機会を持って
いただき出席率の向上に協力していただきたい。
一年間ご協力いただきありがとうございました。
■社会奉仕委員会
忽滑谷明委員長
ロータリーの森清掃活動につ
いては、石川ＰＧ、諸井会員、
前年度奨学生のジトさん、現奨
学生のアリ君が参加いたしまし
た。又、加治丘陵の保全活動、
万燈まつりの参加も例年通り協
力をいたしました。バザーや焼
き芋販売等のご協力をありがとうございました。
そして「ＮＰＯ法人エルトゥールルが世界を救
う」に入会し 50,000 円を寄付いたしました。この
ＮＰＯ法人は日本とトルコとの国を越えた 2 つの
救世劇を巡る感動の物語の映画化を応援する法人
です。2 ヵ年継続事業として理事会のご承認を得
ておりますので、
次年度も 50,000 円の寄付をお願
いいたします。
又、地域発展委員会と協議して、入間市産業文
化センターに防犯カメラ 2 基を設置寄贈いたしま
した。細淵会員、木下会員をはじめとする会員の
皆さんのご協力に感謝申し上げます。
反省点といたしまして、東日本大震災の被災地
石巻支援等につきましては、車椅子の寄贈を実施
して以来、継続的に支援するという事でしたが途
切れてしまいました。窓口(担当者)を決めて活動
した方が良いのかも知れませんので、次年度委員
長に検討をお願いいたします。
一年間お世話になり誠に有難うございました。

■国際奉仕委員会

吉沢誠十委員長
国際奉仕委員会として活発な
活動をしたとは言えませんが、
ロータリー財団、米山奨学委員
会においては、先週お二人の委
員長から発表がありました様に
会員の皆様のご理解を頂き、目
標通りの寄付を頂けました事に
改めて御礼申し上げます
地区の米山記念奨学委員会の忽滑谷推進委員長
とは、何かにつけ同行することが多く、地区委員
長という立場の大変さを目の当たりにし、私には
出来ない事であると確信いたしました。
個人的にはジトのカウンセラーとなり、米山の
行事に参加させて頂き、多くの奨学生の真面目で
熱い思いを色々な場面で体験できたことは大変あ
りがたいことでした。ジトは私よりはるかに若い
のに、本当に苦労人で人生目標をはっきり持った
素晴らしい女性で、私自身ジトから色々な事を教
えてもらった気がいたします。最後になりました
がジトが卒業式に袴を着たいと言うので、吉永会
員に相談したところ大変な協力を頂き、無事卒業
式には袴で出られました事に感謝申し上げます。
カウンセラーとしての感想の様になってしまい、
纏まりませんが私の委員長としての報告とさせて
頂きます。
■青少年奉仕委員会
諸井克彦委員長
インターアクトセミナー、ラ
イラデーと参加しまして基本的
ニーズであります健康、人間の
価値、教育、自己開発に当り青
少年の安全を考える上での責任
があるかと強く思いました。基
本的に実施はしていませんがセ
ミナー等に参加したことが実施になりました。一
年間お世話になりました。
■地区ロータリー財団委員会 細淵克則委員長
ロータリー財団は唯一、ＲＩ
からフィードバックする委員会
です。去年の 7 月から「ロータ
リー夢計画」が発足いたしまし
たが、非常に使い勝手が良くな
っている分使わないとお金が残
らないシステムになっています。
グローバル補助金と地区補助金、国際親善奨学
生等色々なシステムがあり、100%上手く利用す
れば良いですし、また皆さんの寄付の内、半分
は使えるように戻ってきますので寄付も宜しく
お願いします。年間 30～36 回財団にて出ていま
すと入間クラブの皆さんと同じくらい仲良くな
れ、行くのが楽しみになります。又、会って色々
な人と話す事で、多くの友達ができ大変良い経
験になっています。
会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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