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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 

来年の三月から博士

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。私はロー

タリアンのお陰で幸せ

ですが、親戚の人たちは

コロナの影響で大変で

す。自分の国への恩返し

をすることが目的ですのでこれからも一

生懸命勉強していきます。 

 
＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
白幡英悟君    大塚拓君 

吉田勉君   馬路宏樹君 

夫人誕生日 友野みゆき様  

結婚記念日 
宮崎正文君   大塚拓君     

馬路宏樹君   杉田宏充君 

 

クラブバナー受賞 
◎100％ロータリー財団寄付クラブの認証 

◎100％ Every Rotarian Every Year  

上記 2 点の認証、バナー受賞を致しまし

た。1 年度に年次基金への一人当たりの平

均寄付額が少なくとも 100ドルに達し、会

費を支払っているすべての会員が年次基

金に 25 ドル以上を寄付したクラブに送ら

れるものです。 

＜❁会長の時間❁＞  忽滑谷明会長 

前回は過去の親睦旅

行を振り返ってお話を

いたしましたが、本日

は最終例会のお話をさ

せていただきます。 

ご承知のように昨年か

ら新型コロナウイルス

感染防止のため様々な行事が延期、中止に

なっております。本年度の最終例会も例年

のように例会場を移動して飲食を伴う会

合は出来ないと思います。 

私が入会して初めての最終例会は水村

会長年度での西国立の無門庵でした。夫婦

で初めて参加させていただき暖かく迎え

ていただいたのを今でも鮮明に覚えてい

ます。その後、高尾や八王子のうかい鳥山、

五日市の黒茶屋、昭和の森の車屋、深大寺

の白金亭、鷺沼のとうふ屋うかい、福生の

石川酒造、八王子鶯帝庵、八王子うかい亭

等それぞれの年度での最終例会は思い出

深い場所ばかりです。すべて夫婦で参加さ

せていただいておりますが、昨年度に続き

今年度も中止という事で大変残念であり

ます。 

先月より一般高齢者のワクチンの接種

も始まりましたが、新たに新種のウイルス

感染の拡大も懸念されております。いち早

くコロナ感染が終息し、以前のような通常

の例会が開催できる様に祈るばかりです。 
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＜幹事報告＞ 繁田光幹事 

第 9回定例理事会報告  

＜協議事項＞ 

●６月の例会プログラム 

6/3(木)、6/24（木）18 時～ 

繁田醤油西山荘ホール 

<予定・報告等> 

・6/5 入間南ＲＣ創立 30周年記念式典 

・6/12～16 2021年バーチャル国際会議 

・6/18 第 3グループ現新会長幹事会 

・6月ロータリーレート 109円 

 

●委員長報告 

[クラブ奉仕委員会] 豊田義継委員長 

万燈まつり実行委員会から連絡があり、

今年度の万燈まつりは残念ながら中止と

なりました。ご承知おきください。 

 

[会報雑誌委員会] 白幡英悟委員長 

★横組み 7ページから新たにロータリーの

重点分野となった環境について、これま

での世界のロータリアンが行ってきた

環境保護活動とグローバル補助金の対

象となるプロジェクトについて数頁に

わたって紹介されています。 

★横組み 33 ページからの連載コミックは

今月号で完結です。ウェブでは最初から

通しでアニメーションを視聴できます

のでアクセスしてみてください。 

★横組み 43 ページの指定記事である財団

管理委員長のメーッセージでは、コロナ

禍の苦難の中でもロータリーは立ち止

まらず、財団は補助金というカタチで世

界をよりよくする活動を続けられたこ

と、それはロータリアン 1人 1人のおか

げであると述べています。 

★縦組み 14 ページの柳壇では今月も入間

南クラブさんから 2名の会員の句が掲載

されています。 

 

[プログラム委員会] 金井祐一委員長 

何もプロクラムを組むこともできない

一年で寂しく感じています。６月 24 日の

会長幹事ご挨拶が最終例会となります。宜

しくお願い致します。 

 

 

 

＜５大奉仕委員長挨拶＞ 
■クラブ奉仕委員会 豊田義継委員長 

クラブ奉仕委員長

を受けた時に一番遣

りたかったことは、プ

ログラム委員会と協

力してマンネリ化し

ている例会にメリハ

リを付け楽しくした

かったです。コロナも

いずれかは終わるでしょうから、次期クラ

ブ奉仕委員長の木下会員に託します。 

 

■職業奉仕委員会 木下登委員長 

本年度忽滑谷会長の

テーマは、『Let‘Ｓ 

enjoy together ! 』み

んなで楽しみましょ

う！でした。 

会長としては、ゴルフを

中心に家庭集会や勉強

会など多くの出会いから入間ロータリー

クラブを盛り上げて行きたいところでし

たが、新型コロナのために活動が出来ず残

念な一年になってしまいました。 

職業奉仕委員会も残念な状況でしたが、

活動計画の『我らの生業』では、9/3 間野

尚会員、9/17関谷永久会員、10/15荒井正

武会員の三名の卓話を例会で行いました。 

9/29 には、2570 地区職業奉仕セミナー

が本庄市民文化会館で行われ、入間ロータ

リークラブからは、水村ガバナーエレクト、

忽滑谷会長、滝沢会員、木下で参加してき

ました。基調講演は、大阪ロータリークラ

ブ所属の更家悠介様をお招きし、テーマ

『資本主義の変遷と渋沢栄一』の講演を行

いました。更家様は、1989年に日本青年会

議所会頭を歴任されました。青年会議所を

卒業された方は、よくご存じだと思います。

また、第 12 回渋沢栄一賞を受賞されてい

ます。講演内容は、サラヤ(株)の自然食品・

うがい薬・ヤシノミ洗剤の開発販売から、

今話題の渋沢栄一さんの話をたっぷりし

て頂きました。 

この講演内容は、YOUTUBE でも配信されま

した。今でもアクセスすることができます

ので視聴して頂きたいと思います。 
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■社会奉仕委員会 晝間和弘委員長 

今年度は電子黒板付

きプロジェクターを

市内小中学校２７校

に配布を３年間の最

後に寄贈することが

できました。一年間あ

りがとうございました。 

 

■国際奉仕委員会 田中快枝委員長 

国際奉仕委員会とし

て一年間何もできず

ご報告することがで

きません。仕事の方で

は政府の要請に基づ

いてリモートで進め

ております。今年も一

年ありがとうございました。 

 

■青少年奉仕委員会 馬路宏樹委員長 

活動計画にあったイ

ンターアクト年次大会

や青少年指導者育成プ

ログラム（ライラ）等が

中止となった為、今年度

の青少年奉仕委員会と

しては特に活動は行っ

ていません。但し、入間 RC 会員それぞれ

が、地域の小中学生の登下校時の見守りや、

お子様の高校・大学での父母の会を通じて

奉仕活動を行っております事を報告させ

ていただきます。 

 

次年度理事会報告 馬路宏樹次期幹事 

1.杉島市長を名誉会員する件で、年度代わ

りですので会長・幹事・SAAで行ってまい

ります。 

2.７月の例会 18時より西山荘ホール 

◎7/1 会長-幹事・SAA年頭所感 

五大奉仕委員長発表 

◎7/15 各委員会委員長発表 

3.８月のプログラムは７月１日の理事会

で決定させていただきます。 

4.パーマネントファンド年 30 ドル以上は

食事費より飢餓ランチとして支払う。 

5.ホームページ作成依頼。 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞   後藤健ＳＡＡ 

★10 年ぶりぐらいに倫理法人会のコンペ

で 180 ヤード ニアピン賞バーディでし

た。ゴルフも楽しいですね! 

「山岸義弘君」 

★昨日、山岸会員と初めてゴルフ場で会い

一緒にプレーしました。予想を大きく上

回る上手さに感激しました。私は膝を痛

めて散々でした。 

「吉沢誠十君」 

本日\37,800 累計\626,115 

 

 

回覧、配布物 

① ロータリーの友６月号 

② 第 43回入間市少年野球春季大会御礼 

③ ロータリー日本 100年史 

④ 他ロータリー次年度役員･理事お知らせ 

⑤ 他ロータリークラブ週報 

⑥ 週報 19号 

発行 入間ロータリークラブ 
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■例会日：木曜日 12：30～13：30  ■会報委員長：白幡英悟 

 


