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第 45 号 ２975 回例会 ２０１7 年 6 月 22 日（木）
＜ビジター・ゲスト＞
飯能ロータリークラブ
飯能ロータリークラブ

沢辺 瀞壱 様
半田 武 様

☆★会長の時間
西山 祐三 会長
昨日は夏至でしたが、本日は沖縄が梅雨明け、
関東地方もこれからが梅雨の本番かと思います。
来週の最終例会は、フォレストイン昭和館・車
屋での移動例会となりますので、この会場では最
後の例会となりました。先日 4 月 6 日の例会にお
いて、加藤玄静パストガバナーが会長の時間が如
何に、面白くてためになるかで出席率も上がり、
会員増強にも繋がると言っておられました。はな
はだ詰らない会長の時間であったことと反省し
ているところです。
6 月 10 日から 14 日まで、ロータリー国際大会
がアトランタで盛大に開催されました。ロータリ
ー国際大会で、世界の指導者とメジャードナーが
ポリオ撲滅活動支援を新たに決意。ポリオ撲滅を
目前に、この麻痺疾患との闘いを終わらせるため、
各国政府やメジャードナーが 10 億ドル以上の寄
付を約束しました。ポリオをゼロにするには、15
億ドルの活動資金が不足していると言われてい
ましたが、この歴史的な公約により新たな寄付が
世界ポリオ撲滅推進活動に回され、不足額を大き
く補うこととなります。今年に報告された発症数
は 5 件のみで、過去最低で推移しています。ビル
＆メリンダ・ゲイツ財団から 4 億 5,000 万ドル、
国際ロータリーから 1 億 5,000 万ドル、日本から
5,500 万ドル、他各国、メジャードナーからを含
め 12 億ドル以上となっています。
第 4 回本会議では、学友世界人道奉仕の授与が
行われ、今年の受賞者は緒方貞子さん。元国連難
民高等弁務官である緒方さんは、外交官の家庭に
生まれ、1951 年に日本で 2 人目のロータリー国際
親善奨学生として米国ワシントン D.C.のジョー
ジタウン大学大学院へ留学しました。残念ながら
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ご本人は都合が合わずアトランタにお越しいた
だけませんでしたが、ビデオメッセージを含む緒
方さん紹介のビデオが上映されました。大会 3 日
目には、日本でおなじみのゴルフの帝王、ジャッ
クニクラウス氏も講演しました。慈善活動にも力
を注ぐニクラウス氏は、ロータリーのポリオ撲滅
大使として「あと少し」の広告のキャンペーンに
も協力しています。

齊藤福太郎会員退会挨拶

私がロータリークラブに入会いたしましたの
は昭和 40 年 4 月 1 日木曜日でした。その時に、
会長をされておられたのが今の繁田会員のお爺
さん、幹事は齋藤金作会員でございました。40 歳
になって、他二名の方々と三人で入会しました。
2 年前に病気を患い3 ヶ月間入院いたしました。
その時に退会を決めていたのですが、地区大会に
て在籍 50 年、90 歳以上の表彰を頂き、直ぐ辞め
る訳にもいかず、今日に至りました。52 年間大変
長い間、皆様にはお付き合いいただき心から感謝
申し上げます。ありがとうございました。

■■会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■■
■繁田光ＳＡＡ挨拶
退会される、齊藤福太
郎会員のお話に出てき
た、私の祖父である繁
田正一パストガバナー
ですが、本日、６月 22
日が命日でして、こん
な日に、皆様の前でご
挨拶させて頂けること
に、なにか大きな見えない力というか、逃れられ
ない縁のようなものを感じております。23 年前の、
祖父の葬儀では、齋藤金作会員に素晴らしい弔辞
を頂き、また、岩崎会員には葬儀を滞りなく執り
行って頂き、また、多数の皆様に参列頂いたこと
を、あらためて感謝いたしております。
さて、10 年前、水村会員が会長されていた年度
の６月に、入会させて頂いてから、ちょうど 10
年が経ちました。その間、いろいろな委員会の委
員長を務めさせて頂き、今年度はＳＡＡというこ
とで、前の席に座らせて頂きました。ＳＡＡとい
うのは会場監督であり、先輩ＳＡＡの方々は、例
会の時の私語雑談等を厳しく監督されておりま
したが、幸い、今年度は例会に出席される皆様の
マナーが非常に良く、一度も注意する事なく経過
いたしました。又、90 万円を目標としていたニコ
ニコボックスも、100 万円を超える金額を入れて
頂き、大変、感謝しております。
１年間、会長、幹事、会長エレクトと並んで前
の席に座らせて頂きましたが、会長の時間だけで
なく、会の運営に常に心を砕いていた西山会長、
幹事には向いてない性格にも関わらず、全力で会
長を支えていた吉沢幹事、そして、次年度に向け
精力的にいろいろな計画を練っていた関谷エレ
クトに比べ、私は何もできませんでしたが、会員
の皆様のご協力で、なんとか１年間、ＳＡＡの務
めを全うすることができた事を感謝して、私のご
挨拶とさせて頂きます。
■吉沢誠十幹事挨拶
一昨年、現会長の西山
様から幹事の依頼を受け、
私には出来ないと思いお
断りをするつもりでした
が、せっかくご指名を頂
いたのだからと考え直し、
力不足ではありましたが
何日か経ってやらせて頂
きますと返事を致しました。何にもわからないま
ま川越の埼玉工業大学で行われた地区協議会に
出席すると、周りのロータリアンは全ての事を知
っている様で、自分だけ違うところに来てしまっ
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た孤独感に襲われました。全体会の後の幹事の部
会に行くと何人かの知っている方にお会いする
ことができ、少しほっとすると共にこれから１年
間幹事としてやっていかなければならない事の
実感と西山会長のご迷惑にならない様また少し
でもお手伝いが出来る様、頑張らなければという
気持ちになりました。その場での各クラブの幹事
の自己紹介をした際に「何年か前に会長をしまし
たが今年は幹事です」とか「今回で３回目です」
などと話があり、入間クラブは恵まれているのだ
と思ったことを思い出します。６月の終わりに前
年度幹事の忽滑谷会員に１年間忽滑谷会員が記
録した理事会議事録と幹事報告の資料を頂きあ
まりの多さに困惑し、私には出来ないと不安にな
りました。７月の第一例会では本当にこんなこと
していいんだろうかと思いながら幹事報告をし
て早退をさせて頂きました。言い訳をさせて頂く
と、その日は１時半から私が営業担当をしている
カネパッケージさんの現場説明会があり私がど
うしても出向く必要がありそうさせて頂きまし
た。皆様にご迷惑をお掛けいたしましたが無事受
注することができ、７月に竣工を迎えます。
事業の思い出としては馬路親睦委員長には出
しゃばって申し訳なかったのですが、親睦旅行で
の昼食、夕食場所、ロータリー美術館での昼食場
所などをアドバイスと言うよりも、ここにしよう
と強引に決めて貰いました。大沼公園前の狭い居
酒屋で食べたイカ刺し、雨が降る中で行った函館
の高台にある料亭での食事、値段設定が安くて齋
藤美術館長が心配した館林のイタリアンレスト
ラン、どれも良い思い出です。
話は変わりますが今年会長の作成した定款・
クラブ細則の資料は本当に大変だったと思いま
す。何もお手伝いが出来ずにすみませんでした。
今年度は南ロータリーの会長が石川さんであり、
色々な会で御一緒させて頂いている地元の先輩
であった為連絡を取り合う事が多く南さんとの
事業や会長幹事の関係は大変スムーズに行った
と思います。今年１年間は当たり前のことですが
幹事として他の色々な会よりロータリーの行事
を優先したつもりです。
私の感じた今後の課題としては、今年度末から
次年度にかけての引継をスムーズに行える様な
システムが必要ではと感じました。一年間が本当
に早かった気がします。皆様のご協力によりここ
まで来ることが出来、心より御礼を申し上げます。
最後に西山会長と常に一緒に行動するというこ
とで毎日飲み会かと思いましたが思ったより行
かなかった事を報告して挨拶とさせて頂きます。
本当に１年間ありがとうございました。

■西山祐三会長挨拶

9 月 8,9 日には北海道・函館親睦研修旅行は台
風 13 号の影響が心配されましたが、皆さんの行
いが良く、予定通り 1 時間半で函館空港へ到着、
大沼国定公園で遊覧船に乗り、駒ケ岳が曇って見
えず残念でした。夜には函館山の夜景見物に風雨
共に強く、バスで頂上まで登って貰い風が強い為
運よく百万ドルの夜景を見ることが出来ました。
翌日は趣のある元町、赤レンガ倉庫、五稜郭タワ
ー等を見学、そして美味しい海鮮料理を堪能し、
旅行を楽しみました。
10 月は入間南ロータリークラブとの合同例会、
入間万燈まつり、珍しく 2 日間とも雨が降らず。
そして恒例の安納芋の焼き芋販売、バザーの出店
を行いました。
11 月には 30 年前、市制施行 20 周年記念事業の
歴史ある入間ロータリークラブの第 58 代会長
一環として入間 RC がタイムカプセルを寄贈し埋
を仰せつかりまして、当初は何とかなるであろう
設した｢タイムカプセル開封記念セレモニー｣が
と思っておりましたが、この 1 年間振り返ってみ
11 月 1 日に市制施行 50 周年を記念して行われま
ますと、常にロータリーの事が頭から離れないこ
した。中にはバナー３年誌、15 年誌、20 年誌、
の 1 年間でありました。お陰でゴルフのスコアが
25 年記念誌等が収納されておりました。11 月６
今年度平均で何打か悪くなっております。
日は 2570 地区大会。
昨年の３月 13 日に PETS が紫雲閣において開催
12 月にはクリスマス家族例会、年末には田中プ
され、前嶋修身ガバナーエレクトの次年度方針を
ログラム委員長の発案で、会員が蕎麦打ちをして
伺いそこからが実質的には会長職の始まりであ
年越し蕎麦例会（美味しい蕎麦？）
ったと思います。
４月 24 日には地区研修協議会、
新年、第１回例会は恒例のロータリー美術館、
そして第 1 回クラブ協議会、７月新年度に向けて
田中入間市長の年頭所感で始まりました。26 日は
準備に忙しい期間でした。いよいよ、7 月第 1 回
新年会を開催、奥冨茂生会員が入会。
の例会では緊張で食事が喉を通らないような状
２月９日は第３グループ IM が所沢文化センタ
況でスターとしました。今年度 2570 地区、前嶋
ーミューズにて
ガバナーの地区重点方針として、第１に｢会員を
３月９日には日帰り美術館（群馬県立館林美術
増やそう｣｢クラブ例会の充実と出席率の促進を｣
館、足利学校）３月 23 日には埼玉りそな銀行 佐
｢地域の人々にロータリーを知って頂こう｣等、幾
藤輝武支店長入会
つかの重点方針がありました。
４月 11 日 入間南ロータリークラブさんとの合
会長方針として、まずは「会員増強」今年度も
同例会をサイボクハムにて親睦を高めました。
3 人の会員増強を目標と致しました。細淵会員増
５月１８日 水村アミーゴ館長のお計らいによ
強委員長には目標通り 3 人の方の入会にご尽力を
り、フルート・マリンバ・ピアノコンサート例会
頂き有難うございました。
をアミーゴにて行いました。
第 2 に「奉仕活動、広報活動」等を通して地域
又、今年度は３年に１度規定審議会の年で、RI
の方々にロータリークラブをより知って頂くを
定款・細則の変更があり、当クラブでも２月以降
掲げました。8 月 26 日、入間市教育長に豊田社会
２回にわたり定款・細則検討委員会の皆様方と検
奉仕委員長をはじめ、会員の皆様方とタブレット
討を行い。その後、改定を致しました。３年後の
寄贈に行って参りました。又、1 月 26 日には埼玉
滝沢会長の時に RI 規定審議会となります。
県立わかくさ高等特別支援学校へ、バスケットボ
この１年間を振り返ってみますと、私は会長と
ール競技用ユニフォームを 15 着寄贈。木下広報
いう名のみで何もせず、各委員会の委員長始め委
委員長が、所沢記者クラブ、入間ケーブルテレビ、
員の皆様方のお力で、楽しく有意義な例会を運営
埼玉新聞等へ接触し、当日取材にお見えになり、
して頂きました。この皆様方の団結した力こそが
公共イメージアップに繋がったと思われます。
入間ロータリークラブの永年の歴史と伝統では
例会においては、8 月 4 日、野本ガバナー補佐
ないかと思いました。そして、吉沢幹事、繁田 SAA
訪問、そして 18 日前嶋修身ガバナー訪問。当ク
には１年間色々ご協力頂き有難うございました。
ラブ恒例のロータリー美術館、前嶋ガバナー卓話、
この１年間皆様方のご協力、ご支援ご鞭撻を賜
RLI 方式による第３回クラブ協議会、無事ガバナ
りながら１年間会長職を大過なく出来ましたこ
ー訪問終了。
と大変有難く感謝申し上げる次第です。
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●委員長報告
宮崎正文委員長
ロータリー財団委員会
先週の 6 月 17 日にロータリー財団の奨学候補
生の最終オリエンテーションがありました。第 5
回の厳しいオリエンテーションで、須山恵理香さ
んが見事候補生から奨学生になられました事を
ご報告いたします。又、来週の最終例会に参加さ
れます。宜しくお願いします。

＜ニコニコＢＯＸ＞
繁田光ＳＡＡ
沢辺瀞壱様、半田武様～宜しくお願いします。
齊藤福太郎君～長い間お世話になりました。

細淵克則君、田中快枝君～西山会長、吉沢幹事、
繁田 SAA 一年間お疲れ様、
ありがとうございます。
西山祐三君、吉沢誠十君、関谷永久君、繁田光君
～半田様、沢辺様ようこそ入間ロータリークラブ
へ。齊藤福太郎さんお疲れ様でした。一年間会員
の皆様にはお世話になりました。ありがとうござ
います。

関谷永久エレクト
7 月 9 日公共イメージのフォーラムがあり、吉
岡会員と、次期幹事の宮崎会員が参加されます。
宜しくお願い致します。
＜出席報告＞
会員数 出席数
44 名

31 名

一柳達朗委員長
出席率 前々回修正率
75.60％

岩崎君、吉永章子君、後藤健君、晝間和弘君～齊
藤福太郎さん長い間ありがとうございました。健
康にご留意され、健やかにお過ごしできることを
願っております。西山会長、吉沢幹事、繁田 SAA
一年間お疲れ様でした。

78.57%

事前欠席連絡 5 名
■回覧、配布物
① ガバナー月信 6 月号
② かものはしプロジェクト 2016 年度年次報告書
③ 他クラブお知らせ
④ 入間ＲＣ週報 44 号
⑤ 西山会長より「今日は何の日」

森田英郎君～早退いたします。
本日\33,000

加藤国夫会員撮影

累計\1,046,000

紫陽花いろいろ

発行 入間ロータリークラブ
■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 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：大野賢次 石川嘉彦 摂田順一 白幡英悟
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