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滝沢会長・晝間幹事に忽滑谷エレクト 

より記念品贈呈 

❁会長の時間❁   滝沢文夫会長 
今日で年度最終になります。お知らせす

ることが二つあります。 

まず、今日の例会に際しコロナ禍を理由に

欠席される方は申し出てくださいと連絡し

ておきましたが、これを理由に今日は全員

出席としたいと、会長、幹事、出席委員長で

相談し決定しました。 

次に、残念なお知らせです。関根会員より

健康上の理由により退会の申し出がありま

した。昨年末に硬膜下血腫を患いその後思

わしくないとのことです。残念ですが、や

むを得ないと判断しました。今年度は多く

のメンバーが退会しました。会長としてと

ても残念な一年でした。 

 

米山奨学生 李 志 様 

一年間お世話になりました。

コロナウイルスの影響で沢山

の計画が乱れてしまいました。

4 月 9 日に中国に帰る予定です。

今後も学友会に参加させてい

ただき、交流を深めてたいと思っています。

コロナウイルスノ流行の中で、皆様どうぞ

お体に気をつけて下さい。ありがとうござ

いました。(メッセージを頂きました) 

 

●＜関谷永久パスト会長> 

「ネパールの学童に教育装備品 

支援プロジェクトの報告」 

2020 年 2 月 6 日のクラブ例

会にて報告を行い週報にも載

せましたが、それを含めてそ

の後の活動状況について報告

を致します。 

1.2019 年 11 月に入間 RC より RI 日本事務

局に 110＄拠出金として送金しました。 

2.2020年 1月 RI財団より TripresworRC特

定口座に Rs5015999.90 振込まれました。 

3.2 月 2 日に入金後最初の Tripreswor RC

と Kuleshwor school のプロジェクト実

行委員会で協議を行いました、その後も

協議を重ねてその結果.実行委員会では 3

月 25 日までに全てのプロジェクトを完

了するとの結論に至りました。 

4.その後新型コロナウイルスの感染拡大な

どによりネパール政府はカトマンズ市内

を 3月末にロックダウンされました。 

実行委員会でいろんな支援品の件でサプ

ライヤー等と細部の交渉をしていた最中

にこの事態が発生しました。 

5.しかし支援品の一部ですが図書の購入に

付いては幸運にも納品と支払いは既に終

了しました。 

6.6月 15日にはカトマンズ市内のロックダ

ウンの一部が緩和されました、 

望むところは新型コロナウイルス終息に

よる全面解除です。 

今後は残りの支援品の購入設置とモニタ

リングなどが一刻も早く出来ることを期

待しています。 
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■クラブ奉仕委員会 吉沢誠十委員長 

年度前半は各小委員会が活動方針、活動

計画に則り事業を行なって頂き会長の目的

に沿った結果を展開することが出来ました。

後半は事業を行なう事も出来ずに残念でな

りません。会員数も先輩方の御勇退があり

減少してしまい時勢も考慮した増強が課題

になりました 

 

■職業奉仕委員会 田中快枝委員長 

1.会員卓話の「我らの生業」を継続し、小冊

子を作成できるよう纏めるでは、4 回 7 名

の会員卓話を頂きました。次年度に引継ぎ

計画となります。 

2.企業訪問を実施し職業倫理・職業奉仕に

ついて学ぶは残念ながら実行できませんで

した。 

3.「四つのテスト」の唱和を通じてその倫

理を実践するでは滝沢会長の配慮により例

会中ロータリーソングで実践することがで

きました。 

 

■社会奉仕委員会 木下登委員長 

【今年度の事業計画】 

社会奉仕は、地域との繋がりと、地域社会

の皆様と共に奉仕活動を行います。又、公

共イメージを向上させるために、地域の団

体と協力し広く事業展開を進めます。 

【活動報告】 

入間市地域交流研修会に参加「入間市の子

供たちのために、地域の絆を深めよう」を

テーマに市内 19 団体の参加クラブが毎年

行われる事業です。前半は、全体研修会と

して学校と地域の連携に関する事例発表、

後半は、今後開催される各中学校区地域交

流研修会を見据えた中学校区ごとの「顔つ

なぎ」のための交流が行われました。 

2570 地区社会奉仕セミナーに参加 7/15 セ

ミナーの内容は、49クラブの社会奉仕活動

の紹介と今後の各クラブの取り組みの発表

があり、いくつかのクラブの社会奉仕活動

を、プロジェクターにて紹介がありました。

また、地区補助金についての申込・使い方

の紹介がありました。 

2019 年 8 月 7 日 西武小学校学童保育室

にて竹鉄砲作りに参加 

当日は入間 RCからは、滝沢会長・晝間幹

事・細田広報委員長・木下社会奉仕委員長

の４人で参加をいたしました。子どもたち

がとても真剣に取り組んでいました。私た

ちも楽しい一日でした。 

 

11 月 14 日子ども食堂ネットワークいるま

に、オモチャ寄贈（例会バンケットルーム）

12 月 12 日クリスマス例会参加以上が、主

な事業報告ですが、新型コロナウイルス感

染症の影響で後半のロータリー諸活動が制

限されてしまいました。 

 

■会報雑誌委員会 宮崎正文委員長 

この委員会は、活動計画の通り、二つの

ことを実施する委員会です。第一に、毎週

発行する週報の原稿依頼を会長・幹事・卓

話者等にお願いし、それを正確に伝えるこ

と、そして皆さんに分かり易く伝えること

と思っております。担当の古川さんに全部

お任せ状態で申し訳なかったのですが、作

成した週報が事前にメールで送られてきた

のものを、幾つか訂正などの校正等をさせ

ていただきました。 

第二は、「ロータリーの友」の記事を紹介

することです。新型コロナウイルスで例会

が中止になるまで、ロータリーの友の記事

の報告をさせていただきました。会員の皆

さんに分かり易く記事を紹介してきたつも

りでしたが、もう少しうまく紹介できれば、

良かったと思いました。 

 

■プログラム委員会 杉田宏充委員長 

活動方針に沿ったプログラムを実施できた

か否かは会員の皆様のご判断にお任せいた

しますが、会長の指導の下、皆様のご協力

を頂きながら滞りなく一年間を終了できた

ことに感謝と御礼を申し上げます。 

 

 

■委員長 事業報告■ 
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■出席向上委員会 吉岡信人委員長 

活動方針は，「毎回のクラブ例会をはじ

め，各委員会の家庭集会，他クラブとの合

同例会，奉仕活動プロジェクト等の活動に

会員個々が積極的に参加していくことで，

更なる出席率向上に努める。」と定め，活動

して参りました。 
３月以降の例会が新型コロナウイルスの

影響により休会となってしまいましたが，

一年間を通じて前年度の平均出席率を上回

ることができたことを嬉しく思います。一

方で，春先に近隣のクラブにおいてメーキ

ャップを実施する計画を立てていましたが

コロナ禍で中止となってしまったことが心

残りです。当該計画は次年度委員長に託し

たいと思います。 

 

■ロータリー美術館 関谷永久館長 

今年度の活動は皆様のご協力で当初の活

動方針に沿って殆ど計画通りに実行する事

が出来ました。それには活動が年度の前半

に集中していましたので新型コロナウイル

スの影響を受けなかった事も幸いしたかと

思っています。活動報告は 

＊会員所蔵美術品や会員家族の作品鑑賞会 

・8/8地区ガバナーの入間クラブ訪問 

・1/9田中入間市長の入間クラブ訪問 

＊親睦委員会と合同で美術館巡りを行い、

会員の情緒を深め、知識教養を高めて会

員相互の親睦を図りました。 

・9/12上野の森美術館にてゴッホ展鑑賞 

 

＜出席報告＞ 吉岡信人委員長

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

39名 39名 100％ 81.08% 

 

 

＜ニココＢＯＸ＞ 馬路宏樹ＳＡＡ 

★滝沢会長、晝間幹事、馬路 SAA、1年間

大変お世話になりました。 

「水村雅啓君、吉永章子君、忽滑谷明君、

吉沢誠十君、木下登君、繁田光君、田中

快枝君、後藤健君」 

★一年間ありがとうございました。 

「滝沢文夫君、晝間和弘君、馬路宏樹君」 

本日\70,000 累計\753,395 

 

 
■馬路宏樹ＳＡＡ挨拶 
会長、幹事、会員の皆様

のご協力をいただき、今年

度 S AAを務めさせていた

だきました。大変有難う御

座いました。 

「活動方針として伝統あ

る入間ロータリークラブの品位を継承し、

秩序のある例会になるよう努めて参りま

す。」と昨年の７月第一例会の時に申し上

げたのですが、例会が秩序正しく、楽しい

雰囲気で運営出来たかどうか？卓話講師や

ビジターなどの来訪者に対して、心配りの

対応が出来たかどうか？至らなかった点も

多かったのではないかと思っています。 

３月から休会が続き、ニコニコボックス

は目標額に達成していないですが、「万燈

祭り」も中止と聞いておりますので支出も

抑えられるのではないかと思います。最後

に来年度はウイズ・コロナの環境での例会、

食事、様々な問題があると思いますが一緒

に乗り越えて参りましょう。 

 

■晝間和弘幹事挨拶 
滝沢会長のもと幹事職と

いう重い役目を預かり会長

の足を引っ張らないよう努

力して参りましたがなかな

か上手く行かなくて申し訳

ございませんでした。 

７月の第 1 回定例理事会か

ら始まり幹事報告もぎこちなくバタバタし

て終わった事を思いだされます。8 月に入

りすぐに大切なイベントガバナー訪問があ

り、何かあると幹事に連絡がある事を知ら

ずにスマホを持たずに会場作りしガバナー

より遅れるとの電話に出られずいきなり失

敗しました。幹事は必ずスマホを持って行

動する！と改めて思いました。 

10月 30日には入間 RC60周年記念東京湾

クルーズも苦い思い出になりました。挨拶

を全く心の準備してない私で頭は真っ白、

まさかの 60 周年記念のスタート挨拶にな

ってしまいましたがとても綺麗な夜景や美

味しい料理、お酒で思い出に残る 60周年記

念クルーズになり今ではいい思い出です。 

■会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■ 
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12 月 Xmas 例会ではトナカイから昇進し

サンタクロースでお子様にプレゼントを渡

せて楽しい例会になりました。 

年が明け 1 月 2 月までは例会ありました

がまさか新型コロナウイルス感染症で日本

がここまで影響をうけるとは思いも寄りま

せんでした。2月 12日には電子黒板付きプ

ロジェクターを寄贈した小中学校に会長と

訪問し実際に授業で使用してる所にを見学

し、まだこの頃はコロナの影響もなく授業

をしててプロジェクターはコロナ対応授業

でも役に立つと思い 1 台だけでなく行政も

何台か入れたならこれからのコロナ授業に

役立つと思いました。 

2月 27日例会後に臨時理事会が開催され３

月の例会は取り止め、親睦旅行、合同例会

地区大会その他 4.5 月も例会取り止めで理

事会のみ 6 月 4 日の滝沢年度最後の理事会

では「本当なら今日からハワイだったんだ

よね」と吉沢会員から言われたのがとても

印象的でした。半分しか幹事職が出来ずに

皆さんの足を引っ張ってばかりの印象に残

らない幹事でしたが 1 日も早くコロナの終

息を願います。1年間、ありがとうございま

した。 

 
■滝沢文夫会長挨拶 

この一年を振り返っ

てみると、毎回皆様の

協力がないと何もでき

ないことを痛感いたし

ました。７月は毎年恒

例の行事でした。８月

は、納涼例会を行いま

した。９月には３名の

会員のイニシエーションスピーチをお願い

しました。大変楽しいスピーチでした。１

０月は入間南との合同例会、入間万燈まつ

りを楽しみました。また、６０周年を記念

としたサンセットクルーズも記憶に残る行

事でした。１１月にはロータリー美術館に

よるゴッホ展の鑑賞がありました。１２月

は恒例のクリスマス会でサンタとトナカイ

が活躍してくれました。」１月はこれも恒例

の市長の年頭所感、ロータリー美術館があ

りましたが、何より、事務所の移転を行い

ました。斉竹ハイツから西山荘へ事務所を

移転したことは私の大きな決断の一つでし

た。２月に坂本 PGと茂木 PG が来訪された

ときに石川 PG が例会に久々に出席された

ことは大変うれしい出来事でした。この日

が石川 PG の出席された最後の例会でした。

昨年からの入間市の小中学校へのプロジェ

クター等の寄付に際しては昨年に敷かれた

レールをそのまま乗ったものでした。私が

始めたものではないのです。３月からはコ

ロナ禍で例会はすべて取り消しになってし

まいました。今日で最後の例会となります

が、およそ 4 カ月ぶりとなりました。これ

で一年会長職を務めたと言えるのでしょう

か？はなはだ疑問の残るところです。とも

かく、一年間を幹事、SAAと共に協力し合い、

皆様と過ごせたことに感謝し最後の挨拶と

いたします。ありがとうございました。 
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