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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 

先週大学でコロナワクチン

を接種しました。28 日に第 2

回目受け普通の生活に戻りた

いです。これからも頑張って

勉強を続けていきます。 

 

 

 

＜今月のお祝い＞ 

 

 

バッチ交換 

忽滑谷明直前会長から吉沢誠十会長へ 

 

＜🌸会長の時間🌸 吉沢誠十会長＞ 
第 63 代会長を務めさせて

頂くことになりました。私に

は元来皆様を牽引していく

ような知識も能力も御座い

ません。その中で私が目指せ

るものは、皆様のご協力を頂

きながら会員皆様が楽しん

で頂けるまた知識を得て頂ける場を提供する

ことに努力するのみであります。物足りない

かもしれませんがよろしくご理解の程お願い

申し上げます。年度計画書にある私の会長方

針の中に「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」と書きましたがこれはロータ

リーの会員以外の方の判断にもよるところが

ありますのでまずはその前に会員の方々が例

会に集まり楽しい時間を過ごすことが大切で

あり、また会員が例会に参加する気持ちを無

くさない様にすることが今のロータリーの存

在意義であり必要なことではないかと考えて

おります。この状況の中であっても皆様が例

会に出席するのはなぜなのか。義務なのか、

先輩の教えなのか、たまたま時間があったか

らなのか、仲間の顔を見たいからなのか、ど

んな理由であれ会員同士が共有する時間を無

くしてはいけないと思っております。会長方

針の最後に書かせて頂きましたが「我々は地

域を愛する尊敬し合える仲間であり、密かに

入間ロータリアンとしての誇りをもって生き

ているはずです」感染防止に最大限の努力を

しながらまずはこのことを再確認して行く１

年にしていきたいと思いますので心より皆様

のご指導ご協力をお願い申し上げ会長の時間

とさせて頂きます。 

会員誕生日 田中快枝君 吉永章子君 

夫人誕生日 
杉田理加様 菅野紀代様 

一柳千史様 

結婚記念日 後藤健君  吉沢誠十君 
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＜幹事報告＞ 馬路宏樹幹事 

第２回定例理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.「８･９月のプログラム」オリンピックの

開催における変異ウイルスの影響を考

慮し、8 月は例会を中止。９月は 2 日と

16 日 18 時より 例会場・繁田醤油西

山荘にて当分の間は食事無しとする。 

2.「コロナ禍における出席について」新型

コロナの影響で、例会に出席出来ない会

員もいる為、コロナ終息まで 100％の出

席率とする。 

＜事務連絡＞ 

新年度になりましたので会費の納入をお

願いします。又、事業参加費も残高のご

確認をお願い致します。 

 

豊田義継エレクト 
２年間のんびりと例会を

過ごしてきましたので、今

日こちらの席に座って一年

後、吉沢さんの後を継ぐの

かと思いますと緊張してい

ます。一年間宜しくお願い致します。 

 

事務局紹介 

始めまして勝田
かつた

優美
ゆ み

と申

します。奥田さんの後輩で、

此方の仕事が良いですよと

紹介されました。どうかよ

ろしくお願い致します。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 一柳達朗ＳＡＡ 

    吉沢会長、馬路幹事、一柳 SAA一年間よ

ろしくお願い致します。 

「水村雅啓君、忽滑谷明君、繁田光君、

晝間和弘君、滝沢文夫君、吉永章子君、

間野尚君、山岸義弘君、友野政彦君、 

関谷永久君、菅野茂実君、吉岡信人君、 

杉田宏充君、天野真治君、後藤健君 

木下登君、田中快枝君、吉田勉君」 

    今年一年宜しくお願いします。 

「吉沢誠十君、馬路宏樹君、一柳達朗君、 

豊田義継君」 
 

本日\48,000 累計\48,000 
 

＜一柳達朗ＳＡＡ挨拶＞ 

これからの一年間、

吉沢新会長の元 SAAを

務めさせて頂きます

一柳達朗です。自分は

2014-2015 年の加藤会

長の時の最終例会で

晝間会員の紹介でこ

の伝統ある入間ロータリークラブに入会

いたしました。以前、父の一柳芳彦が所属

していた事と、入間市やその他の会で何名

もの方と顔見知りだったのでとてもスム

ーズに会に入る事が出来たのを覚えてい

ます。 

2015年度の粕谷会長の時は「親睦活動委

員会委員」、2016年度の西山会員の時は「出

席向上委員長」、この時は皆さんの顔と名

前を一致させるのに苦労しました。 

2017年度の関谷会長の時は「米山記念奨

学委員長とカウンセラー」を務めました。

この時の奨学生は「李 秀美（リ シュウミ）」

さん。李さんは 2年間の奨学生だったので

翌年もカウンセラーをやりました。この時

に自分は例会出席 100％を達成しました。 

2018年度の齋藤会長の時は「会員増強委

員長」この時は力不足で一人も入会させる

事が出来ませんでした。 

2019年度の滝沢会長の時は「青少年奉仕

委員長」を務めました。後藤賢治さんと県

内の高校生数十名と SDGs について一緒に

学ぶ機会が有りました。 

2020年度の忽滑谷会長の時は「ロータリ

ー美術館館長」を務めました。コロナ禍の

中、丸広で 1回美術館を開けたのは良かっ

たなと思います。 

2021 年度の吉沢新会長下での SAA は会

を纏める重要なポストだと思っています。 

コロナ禍ではありますが、皆さんが安全

で安心して、そして楽しい例会になるよう

に努めて参りますので、沢山のご出席とご

協力を頂きたくお願い申し上げます。 

 

2021～2022会長･幹事･ＳＡＡ挨拶 
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＜馬路宏樹幹事挨拶＞ 
この度、 2021～ 2022

年、吉沢会長年度の幹事

を務めさせていただく

事になりました馬路で

す。入会は吉永章子会長

の時 2013 年 2 月で 8 年

間「入間ロータリークラ

ブ」に在籍させていただいております。 

当初の事を思い返すと異業種の先輩方

ばかりで、お話も碌に出来ない時期もあり

ましたが、家庭集会や親睦旅行などにお誘

いいただく中で段々とお仲間に入れてい

ただいたのではないかと思っております。

昨年からのコロナ禍では、家庭集会や親睦

旅行などは行えず、また、昼食さえ一緒に

摂る事ができない状況ですが、吉沢会長の

掲げる目標である「今こそ奉仕と友情を」

に幹事として、微力ながら一翼を担う事が

出来る様に努力して参ります。 

 

＜吉沢誠十会長挨拶＞ 
会長方針の最後にあ

ります活動方針につい

て 5月の第 1例会でも話

をさせて頂きましたが

もう少し具体的な話を

させて頂きたいと思い

ます。 

1.例会を交流の場とする為委員会が協力

して楽しい例会の企画の立案、実践。 

2.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。 

この 2 項目については例えば特別月間に

当たる委員会はその月の例会を担当して

頂き委員会内で話し合いのもと会員の方

が出席したい様な企画立案をお願いしま

す。企画が決まれば事前の PR を大いにし

て頂き例会の出席率を上げて頂きたいと

思います。 

 

「会員増強と退会防止」 

こちらは菅野委員長が秘策を練って頂

いている様なので期待をしたいと思いま

す。また先日の地区の会員増強セミナーは

たいへん有意義なものでした。講師の方が

使用したパワーポイントを頂けると聞い

ておりますのでこれを利用した例会も行

いたいです。その時の講師の方の話で記憶

に残っているのは待っていては、人は来な

い。こちらから声をかけることが絶対条件

と話されておりました。 

｢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」 

入間ロータリーの歴史を知る機会を作れ

ればと思っています。歴代会長、その歩み、

奉仕活動の実績、また「入間路に朝が来る」

誕生秘話、ポールハリスフェローについて

など知っている様で知らない、調べてみた

いけど時間がない様なことを皆様に発表

出来ればと思っています。 

｢会員のための正しい情報の共有を行いク

ラブライフを充実させる」 

入間ロータリーには他のクラブにはない

｢健康管理委員会」があります。今年の委員

長は山根会員でありますので職業柄コロ

ナについてのタイムリーなそして正確な

現状の情報を教えて頂ければと思ってい

ます。 

｢財団、米山奨学事業への寄付と奨学生と

の交流｣ 

懇親会がなく今までより奨学生と接する

時間が少ない気がしますので今の奨学生

のブサル・リラ バルラブ君を講師に迎え

もう少しネパールのことや今彼が置かれ

た立場など対話形式で話をし彼の人柄に

触れることが出来ればと思っています。 

｢地域社会への貢献事業を行う（教育・医療

関係）｣ 

今この状況では対面での奉仕活動が出来

ないのが現状ですので先日忽滑谷パスト

会長も話していた様にプールされている

基金で教育・医療関係方面へ何らかの奉仕

が出来ればと思っています。時期を見て入

間市等に働きかけていくつもりです。 

｢地区に対して協力を惜しまず地区大会を

成功させる｣ 

年度計画書に記載されている様に水村

ガバナー、忽滑谷地区幹事をはじめ多くの

委員の方がクラブから選出されておりま

す。委員の方はたいへんでしょうが頑張っ

て頂き委員でない会員の方もバックアッ

プをお願いします。また地区大会を成功さ

せるべく年度後半は協力体制を早めに起

動させて行くことをお願いします。 
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あと先日昨年 11 月に行われました地区

大会の DVDがお手元に行っていると思いま

すのでビールを片手にでも一度見ておい

て頂ければと思います。 

｢ロータリー奉仕デーの実施｣ 

 こちらは今年度の RI 会長が初めて掲げ

た事業ですのでわからない部分もありま

す。今月７月 18 日に行われる地区の社会

奉仕セミナーの議題になっていますので

それを受けての計画とさせて頂きます。 

 

その他にできればいいなということは

青梅信用金庫さんが 100周年事業で９月か

ら 11 月の間、青梅市博物館で所蔵してい

る絵の展覧会を行います。近くですので状

況が許される様になったらロータリー美

術館を開催出来ればと思っています。また

最近若い方と話しているとだいぶギャッ

プを感じますので青少年奉仕にかこつけ

て現代の彼らの話を聞く機会が持てれば

とも思っています。いずれにしてもワクチ

ン接種が進みコロナ以前と同じ様に例会

出来ることを願い、昨年度ほとんどの事業

が出来なかった忽滑谷パスト会長の思い

と共に出来る限りの努力をして行きたい

と思いますので皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

予算と今後決定している事業日程を説

明させて頂きます。今年度の予算ですが食

事が出来る例会が今のところ限られそう

なので昨年より食事費の予算を減らして

おります。コピー機の入れ替えによる印刷

費と事務局の体制変化に対応するため事

務局員費の予算を増やしてあります。また

大きく変わったのは特別会計予算です。万

燈まつりの中止に伴い万燈まつり特別会

計は廃止され、スマイルボックス特別会計

のみとなります。従来万燈まつり特別会計

から支出されていました社会福祉協議会

及び希望の風奨学金への寄付は、スマイル

ボックス特別会計からの支出とさせて頂

きます。 

決定されている事業日程ですが 10 月 21

日は入間南 RC さんとの合同例会です。昼

間は親睦ゴルフ会が武蔵カントリークラ

ブ豊岡コースで予定されております。来年

の 3月 26.27日（土）3月 27日（日）に地

区大会が川越プリンス、ベスタ川越で予定

されております。また地区大会ゴルフ大会

が３月 8日(火)に武蔵カントリークラブ豊

岡コースで予定されておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 7月号 

② ガバナー月信７月号 

③ 第 52期留学説明会 

④ ロータリー文庫文書配信のお願い 

⑤ 相原茂吉様お礼の挨拶 

⑥ ｢新しい年度の船出を祝して」岩崎会員 

⑦ 他クラブ例会週報&お知らせ 

⑧ 入間クラブ週報 2020-21年度 21号 

⑨ 年度計画書 

 

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：金井祐一 

 

1 年間宜しくお願いします! 


