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＜❁会長の時間❁＞忽滑谷明会長 

10 月 3 日に地区の会員

増強セミナーに行って参

りました。今年度、相原ガ

バナーの方針にも会員増

強委員会と衛星クラブと

のコラボと掲げられてい

ますが、そもそも衛星クラ

ブとは、2013年に、新ロー

タリークラブの結成に必要な会員数がいない

場合のオプションとして導入されました。20

人の創立会員を必要とする通常のロータリー

クラブと異なり、衛星クラブは 8 人の会員で

結成が可能です。 

衛星クラブは、通常のロータリークラブと

同様、例会を開き、細則と理事会を設け、地

域社会で奉仕活動を行います。地元ロータリ

ークラブが衛星クラブのスポンサーとなり、

助言や支援を行います。衛星クラブの会員も

ロータリアンとみなされ、正式にはスポンサ

ークラブの会員となります。 

衛星クラブの会員数が 20 名以上になった場

合、衛星クラブのままでいるか、独立したロ

ータリークラブとなるために加盟申請を行う

かのいずれかを選択できます。会員数が多く

なっても、スポンサークラブとの繋がりを維

持しながら衛星クラブであり続けることを希

望するクラブもあります。会員の希望に応じ

て、どちらを選択しても構いません。 

ロータリークラブに入会したいけれども、

例会時間と都合が合わない、会費が高額で払 

 

うことが出来ないとかいう思いを抱いて

いる方々にも衛星クラブの設立を検討で

きます。またローターアクトクラブの会

員が衛星クラブを結成したり入会してい

る例もあります。 

いずれにしても様々な奉仕活動を通じて

地域社会に貢献することに変わりはあり

ません。全国でも過去に 18クラブが設立

され、その内 3 クラブが本クラブに移行

されております。当地区の川越小江戸 RC

や和光 RCでも早速設立や準備に入ってお

ります。以上衛星クラブの設立によって

会員増強や将来本クラブへの移行が期待

されますので宜しくお願い致します。 

 

 

＜幹事報告＞ 繁田光幹事 

①11/19 の水村ガバナー

エレクト激励会の出欠

席のご案内を FAX して

います。記載間違いのな

いようにご注意下さい。 

②12/3に山根会員にお願

いして例年通りインフルエンザの予防

接種を行う予定です。来週中に FAXに

て希望者を募りますのでのご協力よろ

しくお願い致します。 
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●委員長報告 

細淵克則地区戦略委員 

1.日時  2020年 10月 7日午後 6時～7時 

Zoom によるオンライン 

2.出席者 立原雅夫委員長 

高柳育行・細井保雄・ 

茂木正・水村雅啓・ 

細淵克則・下山定夫・ 

村田貴紀・相原茂吉 

（敬称略） 

3.議題 

 2022年規定審議会に提出する 

「制定案・提出」について 

4.内容 2022年規定審議会において検討され

る制定案について、川越ＲＣから２案提出

があった。１１月３日の地区大会において、

当該議案が決議されるためには当委員会に

おいて当該案が妥当かどうか検討される必

要があった。検討の結果、一部の訂正があ

るものの、委員会全員の賛成により、当該

2案は、地区大会の決議事項として、俎上に

上げることが決定した。 

●案１：「年次総会における現年度の中間報

告と前年度の財務報告に関する件」 

標準ロータリークラブ定款を次のように改正

する。（手続要覧 50ページ） 

第７条 第２節―年次総会 

(a)役員を選挙するため、現年度の収入と支出

を含む中間報告および前年度の財務報告を

発表するための年次総会は、細則の定める

ところに従い、毎年 12 月 31 日までに開催

されるものとする。なお、現年度の中間報

告と前年度の財務報告は年次総会において

附議され採択されなければならない。 

検討の結果、現年度の中間報告は 12 月 31

日までに開催される年次総会において、報

告は妥当であるが、附議・採択される必要性

があるのかどうか、また現実問題として補

助金の関係や諸事情から鑑みるに採択され

るべき中間決算の作成がはたして可能かど

うか、という判断により「現年度の中間報告」

は削除されるべきであるという事になった。 

(b)役員を選挙するため、現年度の収入と支出

を含む中間報告および前年度の財務報告を

発表するための年次総会は、細則の定める

ところに従い、毎年 12 月 31 日までに開催

されるものとする。尚、現年度の中間報告

と前年度の財務報告は年次総会におい

て附議され採択されなければならない。 

●案２：各クラブから月次出席報告をガ 

 バナーに提出する件について 

国際ロータリー細則を次のように改正 

する（手続要覧 16ページ） 

4.080. 出席報告 

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するものとする。

無地区クラブの場合には、出席報告を事

務総長に提出するものとする。 

（改正文） 

 4.080. 月次会員総数の報告 

 各クラブは、各月の最終例会後 15日以内

に、その月のクラブの会員総数をガバナ

ーに提出するものとする。 

この件について、委員全員より妥当で

あるとの意見であった。ただし、出席はロ

ータリアンの義務であり、出席率は是非

とも認識させるべきであるとの見解から、

地区として独自の出席率マニュアルを作

成したらどうかとの意見もあった。 

また、一部文章の訂正があり、提案文章に

赤字で訂正した。 

5.その他 

①高柳育行委員より要望 

 高柳育行委員は地区大会において大会 

決議委員会の委員長を務められる。した

がって大会決議が作成され次第、前もっ

て決議案全文をご本人に送付してもらい

たい。地区大会前に十分に内容をチェッ

クされたいとの事。 

②地区大会の出席登録人数に関して相原 

 委員より約 500名の報告をした。 

③水村ガバナーエレクトより、2021 年の

地区大会を 2022年 3月の最終土日曜日に

開催したい事、会場については川越プリ

ンスホテル・ウェスタ川越を利用したい

との要望がった。この件について、立原委

員長より早めに予約されたし、またウェ

スタ川越についてはご本人が役員をされ

ているので、大丈夫との返答があった。 
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   ✿荒井正武会員✿    
初めに「だれ？」と思わ

れる方もおられるかと思

いますので、名乗らせて

いただきます。私は、㈱

荒井工業所の荒井正武と

申します。思い出して頂

けたら幸いです。 

さて、※弊社は創立が、

昭和 31 年で、今年で 64 年になります。営業

内容は、給排水衛生設備、管工事、水道設備

工事、土木工事、消防設備、貯水槽清掃他関

連する工事業をやっております。一般的には、

水道屋ですと話す方がわかりやすいようです。

入間市では、昭和 29 年 10 月当時の豊岡町に

給水を開始に伴い昭和 31 年指定工事店制度

が始まりました。ちなみに弊社の公認番号は

第 1号となっております。 

昭和 41 年 11 月に入間市となり水道事業の発

展と共に、大切なライフラインの一助を担っ

てきたと思っております。 

私が入社したのが、昭和 43年 4月です。当時

は井戸の工事も多くあり、養鶏場や牛舎、工

場等に井戸設置、ポンプ取付、配管工事もけ

っこうありました。現在では少なくなりまし

たが、災害用井戸設置やガソリンスタンド、

温泉用井戸工事があります。水道工事店です

が、よくポンプ屋さんとも呼ばれました。市

の水道事業の拡張に伴い、道路に上水道配水

管を布設する工事も多く手掛けるようになり

ました。高度成長期と共に人口増加に伴い戸

建て住宅、アパート、マンション、公共施設、

病院等の工事もやってきました。 

近年では、公共施設の新築は減り、戸建住宅

はハウスメーカーが主になり、元請であった

町の工務店さんが少なくなり、弊社では住宅

の工事量は少なくなっています。一方市道路

内の水道配水管の老朽化が進んでおり、市内

水道工事店組合を通して緊急漏水修理を

365日対応しています。老朽化した水道配

水管の布設替え工事は、今後も続きます。

同じく公共施設、住宅においても漏水修

理や排水管の詰まりの緊急修理が多くあ

ります。こうした仕事で「ご苦労様、あり

がとう」の声をきくと嬉しく、励みになり

ます。 

私事になりますが、私は新潟県北魚沼（現

在の南魚沼市八海山の麓）で生まれて、15

歳で入間市に来まして、豊岡高校に入学、

私が 30歳の時先代が他界しました。その

とき私は会社の仕掛工事を完成させなけ

ればと思い夢中でしたが仕事が次々と切

れる事がなく引継ぐことになりました。 

それからは、仕事をしながら自治会の事

やＰＴＡ会長を小、中、高とやり、入間青

年会議所にもお世話になり、入間万燈ま

つりでは、今も市庁舎に時期が来ると灯

る『夢』の灯文字を発案制作担当しました。

業界団体長や市の審議会等々経験しまし

た。民生、児童委員では平成７年からで現

在は豊岡第 2 地区の会長としてやってい

ます。皆様を初め多くの方々にお世話に

なっております。私が入間ロータリーク

ラブに入会したのは、当時の山岸長平様

（現役の山岸会員さんのお父様です）が

推薦してくださり、杉山会員さんや、平岡

達也さん、現役のガバナーエレクト水村

会員さんにおすすめをいただいたからで

す。先代の後を継ぎ水道屋をやってきた

ことで、声をかけてもらえたと感謝して

おります。今後も「ご苦労様、ありがとう」

の声が聞ける仕事をしていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

■会員卓話｢我等の生業｣■ 
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＜ニコニコＢＯＸ＞   後藤健ＳＡＡ 

★本日は卓話でお世話になります。 

「荒井正武君」 

★荒井会員、卓話宜しくお願いします 

「後藤健君」 

本日\4,000 累計\232,313 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 10月号 

② 2019-2020ガバナー月信 Vol.13 

③ 腎・アイバンク第３２号 

④ 公共イメージ委員会からのご案内 

⑤ ハイライトよねやま Vol.247 

⑥ 米山梅吉記念館 館報 2020秋号 Vol.36 

⑦ 入間市観光協会新規入会キャンペーン 

⑧ 他ロータリークラブ週報＆お知らせ 

 

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 


