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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 ブサル･リラ バルラブ様 

来年の三月に大学院卒業

後、博士課程に進む予定で

すので卒業論文等の勉強に

励んでいます。４月からア

ルバイトも始めて、車の免

許も取りました。これから

もよろしくお願い致します。 

＜今月のお祝い＞ 

夫人誕生日 

晝間典子様  

忽滑谷理恵子様 

細淵理恵様 

結婚記念日 細淵克則君 

 

＜❁会長の時間❁＞  忽滑谷明会長 

入間市少年野球連盟

の春季大会に行って参

りました。入間 RC 今年

度会長として開催にあ

たり御祝金をお届けし

たのですが、優勝旗の寄

贈等長年応援している

こともあり役員の方々に暖かく迎えてい

ただきました。昨年からの新型コロナウイ

ルス感染症防止のため様々な催し物が中

止または延期となっている状況の中、子供

達が元気に野球の試合をしているのを久

しぶりに楽しく観戦させていただきまし

た。野球ルールに従ったプレーは勿論、礼

儀を重んじ、バットやグローブ、ボールな

どの道具の丁寧な扱い、ハツラツとした挨

拶をしている光景を拝見し大変感心致し

ました。これからも入間市の子供たちのた

めに何かしらの応援を続けられたら良い

と思いました。 

先日 4 月 18 日に飯能市民会館大ホール

で開催されました地区研修協議会では多

くの次年度地区役員の方々にお手伝いを

いただき無事終了いたしました。誠にあり

がとうございました。本日は新旧理事会も

開催され、いよいよ水村ガバナーのもと吉

沢年度へと移行されます。滝沢年度後半か

ら始まった新型コロナウイルスの感染で

すが、感染防止のため開催できなかった例

会や事業が多々ございました。消化できな

かった予算は次年度に繰り越して何か有

効な事業に費やしたら良いと思います。 

全国的に新規感染者数が収まらず、重症

者数も増えております。来月となりました

最終例会も開催できるかどうか未定であ

ります。会員の皆さん、そしてご家族にお

かれましてもどうかご自愛いただきます

ようお願い申し上げます。 

 

 

＜幹事報告＞ 繁田光幹事 

第 8回定例理事会報告 
＜協議事項＞ 

1.例会プログラムについて 

5/20(木)・6/3(木)18時、 

繁田醤油西山荘ホール 

2.入間市ゴルフ協会年会費 

10,000円納付 

3.5月 1日～10月 31日クールビズとする 

4.事務局の業務委託費は、例年通りとする。 

<予定・報告等> 

・5/12 入間市民憲章推進協議会総会 

・5/19 入間市商工会第 61回通常総代会 

・6/10 入間市ゴルフ協会 31回大会 

・５月ロータリーレート 109円 
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お礼 <水村雅啓ガバナーエレクト〉 

地区研修協議会にお手

伝いいただきありがと

うございました。何とか

開催でき大変、嬉しく思

っています。今月は地区

ガバナー補佐、役員、委

員長の方々と殆んどズ

ーム会議です。６月にな

ると本格的にスタートいたします。皆さん

の協力がないと進むことができないと思

います。吉沢会長を中心に次年度宜しくお

願いします。 

 

 

 

 
 

 
 

●委員長報告 
[会報雑誌委員会] 白幡英悟委員長 

5月は青少年奉仕月間です。 

・横組み 8～15頁 米山学友       

とグローバル補助金奨学生

の２人の若者の活躍の様子

が書かれています。 

・横組み 18頁 「侃々諤々」では全国のロ

ータリアンのコロナ体験が寄稿されて

います。皆さんにも少し身近で読みやす

い記事なのではないでしょうか。 

・横組み 44 頁 国際ロータリー財団管理

委員長のメッセージです。名作映画「ア

ラビアのロレンス」を引き合いにして運

命で決まっていることは無い、決めるの

は私たち自身であると心強い言葉をく

れています。 

・縦組み 14頁 「柳壇」では入間南クラブ

2名の会員の句が掲載されています。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞   後藤健ＳＡＡ 

★当番なのですが当着した時にはリラ君

が会場準備してくれていました。 

「友野政彦君」 

★杉田さん先日はお世話になりました。。 

「後藤健君」 

本日\14,000 累計\577,315 

 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友５月号 

② ロータリー奉仕デー朋友の皆様へ 

③ ロータリー奉仕デー実施のお願い 

④ 2021-2022年度テーマ講演 

⑤ 社会奉仕委員会アンケート 

⑥ ロータリーブライダルパーティご案内 

⑦ 2021年バーチャル国際大会のご案内 

⑧ 令和 3年「緑の募金」運動実施 

⑨ 新型コロナウイルス感染症に関する 

友事務所対応の件 

⑩ 他ロータリークラブ週報＆お知らせ 

⑪ 週報 17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 
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＜次年度クラブ協議会＞ 

2021～2022年度 会長挨拶及び方針 
第 63代会長 吉沢誠十エレクト 

長い歴史の中で先輩の

方々が友情と奉仕の理念

を継承され、作り上げてき

た伝統ある入間ロータリ

ークラブの会長を務めさ

せて頂くことになり、その

重責に身が引き締まる思

いであります。自分自身への挑戦と共に会

員の皆様にとって有意義な一年となる様

努力をしてまいりますのでどうぞよろし

くお願い致します。また本年度は水村雅啓

会員が我々入間ロータリークラブから 3人

目の地区ガバナーとして就任致します。地

区への協力はもとより地区大会をより良

いものとする為、会員皆様のご協力を重ね

てお願い申し上げます。 

本年度シェカール・メータ RI 会長のテ

ーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊か

にするために」Serve to Change Lives

です。ほかの人のために生き、世話をし、

奉仕することで誰かの人生を豊かにする

ことは自分の人生の最高の生き方です。奉

仕は誰かの人生でだけでなく、自分の人生

も豊かにします、と述べられています。 

また RI第 2570地区水村雅啓地区ガバナ

ーのテーマは「もっと夢を もっと奉仕を」 

 More dreams More service です。 

「もっと夢を」は、未来のあるべき地区、

クラブの姿を真摯に描くこと、「もっと奉

市を」は描いた夢（未来ビジョン）の実現

に向けて、奉仕のプロジェクトを実行して

いくことと述べられて今す。 

上記、シェカール・メータ RI会長並びに

水村雅啓地区ガバナーの今年度のテーマ

を踏まえながらクラブ運営を行ってまい

ります。 

【会長方針】 

2021～2022年度会長のテーマは 

｢今こそロータリアンとして奉仕と友情を」

とさせて頂きます。 

一昨年、昨年と新型コロナウイルスの蔓

延により会員の企業活動や家庭生活で休

業要請や外出自粛など大きな影響があり

ました。また地域社会においても多くの変

化が見られました。ロータリークラブの活

動においても例会の開催自粛をはじめ、さ

まざまな行事の中止を余儀なくされ、大変

厳しい年度となりました。ですからこの時

にロータリーの存在意義を改めて考え地

域に必要な団体であることを会員それぞ

れが確信する事が大切であると思います。 

ロータリーの目的は奉仕でありクラブ

の本分は親睦（会員の交流）です。ワクチ

ン接種が普及し集団免疫が確立するまで

は会員の健康と安全を守りながら創意工

夫をして身近な地域への奉仕と会員の皆

様が楽しめるクラブ運営に取り組んでま

いります。また未来の為に新しいクラブの

形を模索していくことも必要であるかも

しれません。いずれにしても我々は入間ロ

ータリアンであることに誇りを持ち、地域

を愛する尊敬し合える仲間として、情熱と

信念を持ってコロナと戦いながら活動を

していかなければならないと思います。 

【活動方針】 

・例会を交流の場とする為各委員会が協力

して楽しい例会の企画の立案、実践。 

・例会の出席率を上げる為例会を担当する

委員会は工夫を行う。 

・会員増強と退会防止。（女性会員の入会。） 

・ロータリーの歴史、奉仕の理念、財団な

ど会員が深く知る機会を作る。 

・会員のための正しい情報共有を行い、ク

ラブライフを充実させる。 

・財団、米山奨学事業への寄付と奨学生と

の交流。 

・地域社会への貢献事業を行う。 

(教育・医療関係） 

・地区に対して協力を惜しまず地区大会を

成功させる。 

・｢ロータリー奉仕デー」の実施。 

 

       コロナウイルス感染状況等社会情勢

により例会はじめクラブの活動内容に変

更が生じることがあるかもしれません。

その際はその都

度理事会に諮り

協議を行い、決議

を経て運営をし

ていくこととな

りますのでご了

承の程よろしく

お願い致します。 


