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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ 

会長 西澤 正夫 様 

30周年記念実行委員長 石川 伸一 様 

入間南ロータリークラブ創立 30 周年記

念式典にリモートではありましたが、忽滑

谷会長、繁田幹事にご出席いただきありが

とうございました。改めてのホストクラブ

という事で誕生にご協力頂きまして御礼

申し上げます。 

又、入間南ロータリークラブ誕生の時よ

り大変物心両面にわたりご指導賜りまし

た齋藤金作特別代表に感謝の意を表し、感

謝状をお渡しいたします。恐縮ではござい

ますが、齋藤栄作様にお渡しいたします。

ご協力お願い致します。 

齋藤金作特別代表に 

入間南 RC より感謝状を頂きました。 

 

＜❁会長の時間❁＞ 忽滑谷明会長 

今月 6月 5日（土）午後 3時より入間市

博物館にて開催された入間南 RC の創立 30

周年記念式典に出席させていただきまし

た。来賓として杉島理一郎入間市長、相原

茂吉ガバナー、西澤長次ガバナー補佐そし

て私と繁田光幹事も ZOOM 方式での出席と

いう事で初めての体験でした。石川実行委

員長はじめ入間南 RC の会員の皆さんはそ

の準備に大変ご苦労されたようです。式典

はコロナ感染防止対策を取りながら、滞り

なく進められコンパクトでメリハリのあ

る大変素晴らしい式典になりました。30周

年をお祝しながら ZOOM 開催にされました

西沢正夫会長のご判断に感心いたしまし

た。本日、わざわざご挨拶にお出で頂いて

おりますが誠におめでとうございました。 

最近は講演会等のオンライン配信や

ZOOM会議、またリモートワーク等が新しい

ビジネス様式になって参りました。また飲

食店での検温や消毒液、アクリル板の設置

等生活様式も変わってきております。ワク

チンの接種も実施されておりますが、まだ

まだ感染は収まりそうにもありません。取

合えずその時代に合わせて生きなければ

なりません。皆さん引き続きコロナに負け

ずに頑張りましょう。 

 

＜幹事報告＞ 繁田光幹事 

お手元に御菓子をお配りしました。 

本当でしたら最終例会でご

家族と共に、美味しい食事

をしているところですが、

それができない代わりにご

用意しました。 
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■後藤健ＳＡＡ挨拶 

一年前の 7月 2日の第

一例会で、ＳＡＡの挨拶

をさせていただき、早い

もので一年が過ぎまし

た。前年度から広がり始

めた、新型コロナウイル

スですが、いまだに猛威

を振るい、変異株の影響もあることから、

まだまだ油断はできない状況です。私自身

がほかに加入している、団体でもほとんど

の事業が、中止や延期の状態です。 

忽滑谷会長とは、年度始まる前に、富士

山登山の話もしました。世界大会ではハワ

イでゴルフをしたり、繁田幹事とはボディ

ーボードで遊ぼうなんて話もしましたが、

LET,S ENJOY.TOGETHERを実践することは、

叶いませんでしたが、別の意味で、会長幹

事会員皆様と、情報交換や少しですが交流

を深めたと思います。 

活動計画については、最後まで、慣れな

いままのＳＡＡでした。ニコニコの目標額

の到達できませんでした。無論、席替えも

出来ませんでした 

この一年間で、感じたことは「常ならず」

ということでしょうか? 当たり前に、出来

たことが、当たり前でなくなる瞬間は一瞬

の事です。出来るときに、チャレンジを、

今度にしようとか、又にする先延ばしにし

ないように心がけたいと感じています。 

会長はまだ若いし、バイタリティーもあ

るので再登板していただき！今回の消化

不良を解消していただければと思います。

その際は再度私も SAAで応援します。 

次年度、吉沢会長年度の船出も先行きの

不透明な道のりですが、水村ガバナー年度

でもあります。何とか盛り上げて有意義な

年度になることを祈念申し上げて、SAA の

締めとします。ありがとうございました。 

 

■繁田光幹事挨拶 

忽滑谷会長のもと、

入間ロータリークラ

ブの運営を務めさせ

ていただきました。 

いろいろと、至らない

点も多々あったと思

いますが、この一年間、会員の皆様や事務

局の皆様の多大なるご協力をいただきな

がら、幹事の職務を全うできたことを、大

変、感謝いたしております。 

今後も、この一年間で経験させていただ

いた事を生かし、入間ロータリークラブに

貢献できるよう、精進いたすつもりでござ

います。今後もご指導ご鞭撻をお願いして、

ご挨拶とさせていただきます。一年間あり

がとうございました。 

 

■忽滑谷明会長挨拶 

今年度を振り返って

みますと、8月 6日のガ

バナー公式訪問以外、

通年使用している丸広

百貨店の会場は使用せ

ず、すべて例会場は西

山荘ホールにて夕刻に

時間を変更して開催いたしました。年間、

夜間移動例会を含めまして通常 45 回程度

ある例会が、本日を含め約半分弱の 21 回

でございます。 

前半の 7月は、会長、幹事、SAA、各委員

長挨拶、そして 7 月 30 日にガバナー補佐

訪問、8 月 6 日にガバナー訪問を受ける事

が出来ました。講師卓話としては水村ガバ

ナーエレクト、米山記念奨学生のリラ君、

第一ホテル（入間南 RC）の小林社長にお願

い致しました。また会員卓話としては間野

会員、関谷会員、荒井正武会員に「我等の

正業」として職業紹介をしていただきまし

た。11 月 19 日に水村ガバナーエレクトの

■会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■ 
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激励会を開きウナギを食べ、12 月 17 日に

年次総会を開催して以降、1 月から 3 月ま

では例会を開催いたしませんでした。よう

やく 4 月に入って 15 日に延び延びになっ

ていた杉島理一郎新入間市長にご挨拶を

いただきました。 

奉仕活動としては 3か年事業である入間

市への電子黒板用プロジェクター一式寄

贈以外は実施できず、親睦事業も全く出来

ませんでした。しかし、これも「時の運」

として捉え、消化出来なかった予算は次年

度に繰り越し、より手厚い奉仕活動に取り

組めたらと思います。今年度の私の会長テ

ーマは『Let‘s enjoy together ! 』です

が、これは私にとってロータリークラブに

在籍している間の永遠のテーマです。吉沢

年度、豊田年度、木下年度その後もずっと

会員の皆と楽しい例会にし、ロータリー美

術館や親睦旅行で素晴らしい美術品、書物、

美味しい食べ物、綺麗な景色との出会いを

皆で楽しみたいと思います。様々な奉仕活

動を通して会員同志だけでなく家族や市

民そして子供達と共に皆で楽しみたいと

思います。 

私の会長年度が、まさかパンデミックに

すっぽりとハマるとは思ってもいません

でした。誠に残念ではありましたが、そん

な中でクラブの例会開催有無に関して等

繁田幹事はじめ理事会メンバーの皆さん

にはクラブ運営についてアドバイスをい

ただき厚く御礼を申し上げます。また後藤

ＳＡＡはじめ各委員会委員長ほかクラブ

会員の皆さん、そして事務局の奥田さん、

会報作成の古川さんには大変お世話にな

りました。つたない会長ではありましたが

一年間誠にありがとうございました。 

 

 

忽滑谷会長と繁田幹事に記念品を贈呈 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞   後藤健ＳＡＡ 

★今日はよろしくお願い致します。 

「入間南 RC 西澤正夫様、石川伸一様」 

★1 年間お世話になりありがとうございま

した。 

「忽滑谷明君、繁田光君、吉沢誠十君，

後藤健君」 

★本日のゴルフコンペで優勝してしまい

ました。 

「吉沢誠十君」 

★会長、幹事、SAA、1 年間ありがとうござ

いました。 

「宮寺成人君、友野政彦君、吉永章子君，

木下登君、晝間和弘君、田中快枝君」 

 

本日\24,000 累計\605,115 

 

回覧、配布物 

① ガバナー月信 4.5.6月合併号 

② 入間市観光協会の書面表決報告 

③ 茶の香めーる Vol.80 

④ 入間市観光カレンダー掲載写真募集 

⑤ 希望の風奨学金ご寄付御礼 

⑥ 商工会議所齋藤正明前会長退任ご挨拶 

⑦ 入間環境まちづくり会議総会議決結果 

⑧ ハイライトよねやま Vol.255 

⑨ 2570地区会員増強アンケート調査資料 

⑩ 他ロータリークラブお知らせ 

⑪ 週報 20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 

 


