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＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570地区第 3グループガバナー補佐 

 西澤 長次 様 

 

＜❁会長の時間❁＞忽滑谷明会長 
本日は前年度の出席

表彰がございますので、

ロータリーの『出席』に

ついてお話いたします。 

ロータリアンの三大

義務として、会費の納

入、ロータリー雑誌の購

読、そして例会出席があ

ります。会員がある例会に出席したものと

見なされるには、その例会時間の少なくと

も 60％に出席するか、または会合出席中に

不意にその場を去らなければならなくな

った場合、その後その行為が妥当であると

クラブ理事会が認める理由を提示するか、

または例会の前後 14 日間以内に地区の会

合や他のクラブの例会に出席する等欠席

をメークアップしなければなりません。 

また次のような場合は出席既定の適用

は免除されます。理事会の承認する条件と

事情による欠席の場合。また一つまたは複

数のロータリークラブのロータリー歴と

会員の年齢の合計が 85 年以上であり、さ

らに出席既定の適用を免除されたい希望

を書面をもってクラブ幹事に通告し理事

会が承認した場合。あとは RI 役員の場合

です。なおその会員の欠席は出席記録に含

まれません。 

 

以前は各ガバナーが地区内クラブ間の出

席競争を実施し競争結果をガバナー月信に

発表することを RI より要望されましたが、

その競争は廃止されました。 

現在では、各クラブは各月の最終例会後 15

日以内にそのクラブの例会における月次出

席報告をガバナーに提出し、ガバナーは毎月

各クラブより受け取った月次報告書をまと

め前月報告の出席と増減を示す一覧表を作

成しガバナー月信に掲載することになって

おります。 

出席はロータリーの特色の一つで会員の

資格条件になっています。クラブ例会に規則

正しく出席することは入会の時受け入れた

最も基本的な重要な責務であります。自分の

クラブに対し行う出席という最小限の奉仕

であり、さらにその出席率のより高い理想に

向かって努力することをロータリーは求め

ています。 

 

＜幹事報告＞ 繁田光幹事 
8/6(木)ガバナー公式訪問について 

･年度計画書を持参 

･服装:クラブブレザー 

(無い方は紺のブレザー可)・

ネクタイの着用 

･食事のご用意はありません

ので、昼食を済ませ 12時集合 

宜しくお願い致します。 

 

 

＜出席報告＞  細田浩司委員長 

 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

37名 37名 100％ 100% 
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■■■ 講師卓話 ■■■ 
第 2570地区第３グループ 

ガバナー補佐 西澤 長次 様 

2020-21年度、第３Ｇガバナー補佐の西

澤と申します。所属

は新狭山ロータリ

ークラブです。 

入間ロータリー

クラブ様は歴史的

にも大変素晴らし

いクラブです。クラ

ブ運営からも何か

とお世話になっております。誠に有難うご

ざいます。特に活動としては、創立記念事

業、LED 防犯灯の設置・月桂樹移植事業活

動をされ、又、地区役員が多いクラブです。 

他のクラブにない事業としてロータリ

ー美術館、特に国際親善奨学生・米山奨学

生・青少年交換などの取り組みが盛んであ

ること、常にクラブの活性化を図っている

様子がうかがえます。とても素晴らしいク

ラブです。 

<自己紹介> 

まず、私の経歴から申し上げますと、生

まれは埼玉県の山奥、比企郡の都幾川村生

まれです。元々は1955年に３村(明覚村、平

村、大椚村)が合併し、都幾川村となりまし

た。都幾川村のおもな産業は建具です。 

私の実家も農家と建具屋の兼業でした。

私は電気関係が大好きで小学校４年生ぐ

らいから鉱石ラジオに興味を持ち一つ一

つの部品を購入し組み立ててラジオ放送

を聞くのがとても楽しみでした。その影響

もあり現在の職業も電気関係です。狭山市

にて事業開始し、今年で53年目です。 

内容は空調設備保守点検・修理「主に公

共事業が中心」(業務用空調設備機器)と大

手機器メーカーの電気工事などです。 

業務範囲は、海外ではシンガポール、国内

でも空調機の保守などで伊豆諸島の利島・

新島まで、電気関係では北陸、東海地方な

ど日本国内各都市部にまで及びます。 

 

 

<私の経歴> 

狭山市民生児童委員を1985年３年間任命

されました。 

狭山市社会福祉協議会、新狭山の支部長を７

年間、狭山市内に10支部有ります。（自治会、

民生委員等）敬老会を開催し手作りの料理や、

おもてなしなどを行いました。 

狭山市社会福祉協議会、評議委員を２年間、

現在は埼玉県電気工事工業組合所沢支部、支

部長を務め現在に至る。所沢・入間・狭山市

を総括(７年目)  

私がロータリークラブに入会したのは

2004年、ロータリー歴16年目です。 

２年目は、ＳＡＡ 

３年４年目は、社会奉仕委員長 

５年目に、幹事 

６年目に、会長エレクト 

７年目で、会長 

<地区役員は> 

2013～2014年度 地域社会奉仕委員会委員 

2014～2016年度  地域社会奉仕委員会 

         副委員長 

2016～2017年度 地域社会奉仕委員会委員長 

※ 2016～2017年度に地区ホームページ担当

(PG前嶋修身)全て変更、現在に至ってます。 

2017～2018年度 地域社会奉仕委員会委員長 

MyRotary推進委員(各グループ訪問) 

(第３G狭山市智光山セミナーを実施) 

 

２度目の新狭山ＲＣ会長は地区の社会奉

仕部門委員長との兼務とかなり激務となり

ました。やっとゆっくりできると思いました

が、2019-20年度、地区･研修協議会のホスト

クラブが新狭山ロータリークラブ当番とな

りましたので、新狭山ロータリークラブでは、

地区･研修協議会実行委員長を任命されまし

た。会場の設定ではとても苦労をしました。

特に会場選びでした。 

会場は、西武文理高等学校⇒尚美学園⇒

東洋大学⇒武蔵野学院大学⇒星野高等学校

⇒東邦音楽大学と調整をしましたが、最終

決定されたのが東邦音楽大学でした。殆ど

を川越ＲＣ様にお願いをしましたが、結果

的には、何度か準備会議を開催し全て整い
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ましたが、新型コロナの影響により中止

となりました。そこで、相原ガバナーの

ご協力をいただき今回配布をさせていた

だきました。冊子とＤＶＤを各クラブに

発送を以って、会計を済ませ、私の任務

もすべて終了いたしました。 

 

また、今期、相原年度の地区大会は新型

コロナの心配もあり開催するか否かで、立

原地区大会委員長と小高実行委員長が 3時

間に亘り、綿密な打ち合わせの結果、会議

では 11 月 2 日 3 日に予定している地区大

会は次の 3 つの選択肢が考えられました。 

(1)来年に延期 

(多くの他地区が選択している方法です

が、地区研修協議会など、4月 5月にな

ると次年度が忙しくなる。 

また必ず 4 月 5 月にコロナが解決して

開催が心配なく可能であれば、延期もあ

り得るが、現在の段階ではなんの保証も

ない。もっとひどくなるかもしれない。 

(2)予定通りの期日でコロナ対応を考えて

実行 

鈴木年度でも中止にしたので、できる

かぎり開催したい。 

(3)中止 

 

<その結果> 

11月 2日(月)川越プリンスで行う。 

会場は約 450人入るが、ソーシャルディス

タンスを考慮した上で、最 大 200 人を目

途とし、スクール形式で行う。 

午前中は審議事項（30分）午後は本会議（約

3時間）を予定してます。 

一方、第三グループ会長幹事会で、昨今

のコロナ感染率も不明な状況下であり、Ｒ

Ｉは Zoom を利用した Web 会議を推奨して

おります。第三グループ会長・幹事会でも

Zoomを用いた、Web会議を 8月 28日(金曜

日)18時に、IMを実施するか否かの会議を

予定してます。会長・幹事さんには改めて

宜しくお願い致します。 

 

 

<ガバナー公式訪問についてのお願い> 

当日は「プロジェクターとパソコン」の用

意をお願いします。7 月 1 日に届いた RI 会

長ホルガー クナーク氏からの日本向けメッ

セージ 7分の放映及び、ガバナー公式訪問の

原稿を月信に載せる関係上、各クラブ幹事、

また担当者には当日の写真及び原稿 300 字

以内を訪問終了後速やかに、月信担当（川越

RC 八木）宛にデータで送信をお願いいたし

ます。また、公式訪問時にはスーツ及びネク

タイ着用でお願いいたします。 

 

<九州地区豪雨災害義援金のお願い> 

九州地区豪雨災害被災者の対する義援金

のお願いが、相原ガバナーより届きました。 

ご承知の通り、7月初めの未曽有の豪雨によ

り九州全体が甚大な被害を被りました。お亡

くなりになられた方々に対し心よりご冥福

をお祈り申し上げますと共に、罹災されまし

た皆様へ衷心よりお見舞い申し上げます。 

つきましては、当地区と致しましても人道

的立場に則り、甚大な災害に対する復興支援

として、各クラブの皆様のご理解ご協力の下、

義捐金を募り、被災地区へお届けしたいと存

じます。 

既に、各クラブで支援に取り組まれている

ところもあるかと思いますが、クラブ内でご

検討いただき、ご協力できる範囲で地区にご

送金頂ければ幸いです。当地区より特に災害

のひどかった第 2720 地区（熊本・大分）と

第 2700 地区（福岡・長崎・佐賀）に送金致

します。地区内ロータリアン皆様のご理解と

温かいご支援を、どうぞよろしくお願い申し

上げます。8月中旬までにお願いできました

ら幸いです。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 後藤健ＳＡＡ 

★西澤ガバナー補佐、本日はありがとうござ

います。卓話宜しくお願いします。 

「忽滑谷明君、繁田光君、吉沢誠十君 

後藤健君、水村雅啓君、吉永章子君、 

細淵克則君、滝沢文夫君、晝間和弘君」 

★早退いたします。 「岩崎茂君」 

本日\10,000 累計\92,313 
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●委員長報告 

＜ロータリー美術館＞ 一柳達朗館長 

８月６日のガバナー公式訪問

でのロータリー美術館を開催い

たします。皆様のお宅の美術品、

ご家族の作品等をお持ちくださ

い。宜しくお願い致します。 

 

＜社会奉仕委員会＞ 晝間和弘委員長 

7月 18日地区社会奉仕セミナー報告 

地区役員の社会奉仕統轄委員

長の水村会員、地域社会奉仕委

員長の木下会員、地域社会奉仕

委員の滝沢会員と私の 4 名が参

加しました。 

13 時相原茂吉ガバナーの点鐘から始ま

り、地区役員紹介、ガバナー挨拶があり、

セミナー趣旨説明を地区社会奉仕統轄委

員長の水村ガバナーエレクトより説明さ

れ 13 時半より基調講演を危機管理委員長

前嶋パストガバナーより 30分ありました。

次に、地区、地域社会奉仕委員長の木下さ

んの進行で「本年度の社会奉仕計画につい

て」をテーマに参加クラブ 1分半を持ち時

間で発表。入間 RC は今までの実績を発表

し今年はコロナの状況で考えたいと思い

ますと発表しました。他クラブもコロナの

影響で中止になっており今後も何か出来

るか？状況を判断してとの意見が多かっ

たです。その後は R財団補助金活用法、ア

イバンク、ブライダル活動について駆け足

で説明があり、講評では研修リーダーの坂

本パストガバナーよりガバナーエレクト

の水村さんのお話があり、水村ガバナーが

動き出してる実感し、身の引き締まる思い

でした。最後に参加者より「他クラブは例

会どのくらい開催してますか？」と質問が

あり７月休会が 2クラブ、2回開催が 14ク

ラブ、全て開催が 18 クラブくらいだと思

いました。セミナーで感じた事はやはりコ

ロナウイルス感染症で混乱していて、いか

にしてコロナウイルス感染症と共存して

活動するか？が課題だと思いました。 

＜60周年記念誌＞ 馬路宏樹委員長 

記念誌に会員の方々の紹介と

写真を載せますので、本日と来

週の例会時、金井さんに写真撮

っていただきます。宜しくお願

い致します。 

 

＜前出席向上委員会＞ 吉岡信人委員長 

【在籍表彰対象者】 

在籍 25年 宮寺成人会員 

在籍 10年 大塚拓会員 

間野尚会員 

 

【出席優秀者】 

〇ホームクラブ出席率 100％ 

滝沢文夫会員・晝間和弘会員・細淵克則会員

金井祐一会員・吉岡信人会員 

 

〇修正出席率対象者 

一柳達朗会員・木下登会員・白幡英悟会員 

関谷永久会員・忽滑谷明会員・繁田光会員 

細田浩司会員・馬路宏樹会員・水村雅啓会員 

山岸義弘会員・吉沢誠十会員・吉永章子会員 

 

〇忽滑谷会長より滝沢直前会長・晝間前幹事 

           へ記念品贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① 8/6ガバナー公式訪問出席表 

② ロータリーの友手引署 

③ 第 2回会長幹事会議事録 

④ フードバンク活動のご報告 

⑤ 出席一覧表 

⑥ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑦ 週報 3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：白幡英悟 


