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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ 

会長 田中 悟 様 

入間南RC会長を仰せつかり

ました。水村ガバナーには先

だってご意見ありがとうござ

いました。又、色々とご一緒に

ご協力させて頂きます。一年

間よろしくお願いいたします。 

幹事 粕谷 武司 様 

2570 地区水村ガバナーおめ

でとうございます。地区大会等

では何なりと言っていただけ

ればご協力させて頂きます。宜

しくお願い致します。 

 

🌸会長の時間🌸 吉沢誠十会長 
入間ロータリークラブ

（武蔵 RC）の誕生は、昭和

34 年 8 月、川越 RC の平田

高美様が初代会長となる清

水逸平様のもとへ来訪され

ロータリークラブの性格や

事業の説明をされ、この地区にクラブ結成

を慫慂(しょうよう)された。当時世界は東

西で核実験を行い唯一の被爆国である日本

が核実験禁止を世界の国々に訴えたが政治

家達も一向に受け入れてくれない。その時

RI 会長のメッセージの「友愛のかけはし」

の話を受け、世界 50万の会員と共に世界平

和を念願し、同志と語らい研鑽することを

誓ってクラブ結成に到った。同年 11月 12日

に設立総会が武蔵町の料亭「魚一」で開かれ

た。繁田正一会員の回顧録によると、「ロー

タリークラブを創るから「魚一」に集まれと

いう話で、飯能、狭山、武蔵町の 22名が招

集された。集まった人達はロータリーとは

何であるかも知らず、何をするクラブかも

知らずに参加した。総会はアットいう間に

終了し参加者は狐につままれた様に見物し

ていた。会場は飯能、狭山から集まるのに便

利だということで武蔵町の「魚一」に、また

毎週木曜日が例会と決定された。この忙し

い時に毎週は無理とのことでその場で７人

が退会したがその後に 6 名の勧誘をしたと

あります。また当時お座敷の例会場は日本

で二つありその一つが武蔵クラブだった。

RI 本部より昭和 35 年 1 月 27 日に晴れて承

認をされ正式にクラブが結成された。埼玉

県で 5 番目、日本では 338 番目のクラブで

した。 
 

＜幹事報告＞ 馬路宏樹幹事 

＜協議事項＞ 

ＲＩ第 2570地区より７月

３日に静岡県熱海市伊豆山

地区に大規模な土石流被害

支援の要請に対し７月８日

臨時持ち回り理事会が行わ

れクラブ基金から支援金 10万円を送金する

事が承認され、即日送金されました。 

◎７月のロータリーレート１１１円。 

前年度会長幹事御礼 
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＜クラブ奉仕委員会＞ 木下登委員長 

今年度も新型コロナウィルスの影響で

通常例会の開催が厳しくなる事が予想さ

れます。メンバー全員のワクチン接種を早

急に進め、クラブ内の活動が活発に出来る

よう内部の充実から進めて行きたいと思

います。 

今年度会長テーマである「今こそロータリ

アンとして奉仕と友情を」を基本に、各委

員会の活動方針・活動計画が楽しみな企画

の立案が年度計画書に記載されています。 

全委員会メンバーで工夫と知恵を出し合

い、少ない例会・家族集会の中で、多くの

メンバーが参加できる研修・学習の機会を

作り活発な奉仕活動を進めて行けるよう

クラブ奉仕委員会として全力で努力いた

します。一年間宜しくお願いします。 

 

＜職業奉仕委員会＞ 晝間和弘委員長 

活動方針は奉仕の理念を

実践し職業を通じて社会に

貢献する。活動計画として 

1.職業奉仕の意義の確認と

して「四つのテスト」と

「職業宣言」を推進する。

＊「職業宣言」は 1月の職業奉仕月間で

卓話したいと思います。 

2.会員による「我らの生業」卓話を行う 

3.コロナ禍に於いての健康をテーマとし

た例会を実施し会員の健康意識を高め

る。＊健康管理委員長の山根会員と相談

して卓話を行います。 
 

＜社会奉仕委員会＞ 杉田宏充委員長 

・地区スローガン 

「もっと夢をもっと奉仕

を」の基、奉仕によって豊

かな人生を体現できるよ

うに努めていきます。 

・「ロータリー奉仕デー」については７月

18 日に行われる地区社会奉仕セミナー

に参加しそこで得たものをクラブにフ

ィードバックして参ります。 

・コロナ禍でありますが一つでも地域社会

に奉仕による貢献が出来る様、委員と共

に頑張って参ります。 

 

＜国際奉仕委員会＞ 間野尚委員長 

グローバル補助金の申請

についてロータリー財団委

員会と協力する他、地区奉

仕プロジェクト推進にそっ

て活動します。 

1.ロー タリー財団・米山記

念奨学会へ寄付の継続を行います 

2.米山奨学生の支援及び育成に努めます 

私としては委員会の責任を果たし、100%

出席を目指し会員の皆様との友情を深め

て参ります。一年間宜しくお願い致します。 

 

＜青少年奉仕委員会＞ 繁田光委員長 

地域の次世代を担う青

少年の多様なニーズに応

えられるよう、他の委員会

と協力して活動します。活

動計画として①青少年指

導者育成プログラム、イン

ターアクト年次大会等に

参加 ②青少年の健全な育成の為の支援。

一年間宜しくお願い致します。 

 

 

●各小委員長年度計画発表● 

■職業分類委員会 関谷永久委員長 
活動方針、計画は年度計

画書に書かれている通りで

す。新型コロナウィルスの

中で色々な職業がこれから

出てくると思います。臨機

応変に分類してまいります。宜しくお願い

致します。 

 

■会員選考委員会 細淵克則委員長 

この委員会は簡単に申し

上げますと、皆さんの方で会

員増強で上がった人が入間

ロータリークラブに適切な

人かを審査する委員会です。

今年は水村さんが、ガバナー

を遣っている以上は入間クラブが増強で

きないってことは情けない。我々が働ける

ようにご協力よろしくお願い致します。 

 

 

●五大奉仕委員長年度計画発表● 
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■会員増強委員会 菅野茂実委員長 

活動計画として本年度は

２名を目標としています。全

力を尽くして頑張っていき

ますが、中々難しいと思いま

すので皆さんのご協力よろ

しくお願い致します。 

 

■出席向上委員会 吉田勉委員長  

ガバナー輩出クラブとし

てクラブ例会へのさらなる

出席率向上を目指し合同例

会・奉仕活動・家庭集会への

積極的な参加を推進すると

させて頂きました。この方

針を基に様々な出席率を上げるお知恵を

皆様からおかりして頑張って参ります。ど

うぞご協力宜しくお願いします。 

 

■会報・雑誌委員会 金井祐一委員長 

会報は例会卓話・各報告・会

長の時間などクラブ会員はも

ちろん会員家族や回覧先他ク

ラブ会員にも読みやすく分か

りやすく、しかし正確に伝え、

会員内外のコミュニケーションツールと

する。雑誌はロータリアンの三大義務の 1

つである「ロータリーの友」を会員ひとり

ひとりが関心をもって熟読し、積極的にロ

ータリーの知識を取得してもらえるよう

な工夫をしていきます。今年度もコロナの

関係でどうなるか分かりませんが、可能な

限りロータリーの友に記事を上げればと

思っています。宜しくお願い致します。 

 

■親睦活動委員会 吉岡信人委員長 

昨年は新型コロナウィル

スの影響により残念ながら

親睦活動の行事が全く出来

ませんでした。今年度も新た

な変異株の発生やワクチン

の接種状況等によって，親睦

行事の予定が流動的になるものと考えら

れます。かかる状況下で，まずは感染防止

対策の徹底を前提に，会員同士の親睦が深

まるような行事が少しでも実現できるよ

うに努めて参りたいと思います。 

■プログラム委員会 白幡英悟委員長 

活動方針や活動計画は年

度計画書記載のとおり、楽

しい例会にしたいと思いま

したが、早くも８月の例会

は全て中止が決定してしま

いました。９月以降のプロ

グラムも予定表どおりにはいかないと思

いますが、いつもの例会に戻っても戻らな

くても例会を盛り上げて行きたいと思い

ます。 

■広報委員会 宮崎正文委員長 

｢ロータリークラブに関

する情報を一般の人々に広

め、クラブの奉仕プロジェ

クトや活動内容を SNS 等の

メディアを活用して広報す

る」とあります。そして活

動計画としてロータリーの情報をアピー

ルし、ロータリーのことを知ってもらうこ

とだと思っています。その為に色々な SNS

を利用して発信していきたいと思ってい

ます。 

本来なら、活動計画の中に「入間万燈ま

つり」を入れたかったのですが、今年も中

止なので、また来年開催されたら広報で発

信できたらと思っています。一年間、よろ

しくお願いいたします。 

 

■ロータリー美術館 田中快枝館長 

入間クラブ独自の活動を

大切に継続し、年 2回ガバナ

ー訪間時及び市長年頭挨拶

時に会員の家庭に所蔵して

いる作品、会員及び会員の家

族が作成した作品を数多く持って来て鑑

賞会を行います。このクラブには吉沢会長

が居られますので、大船に乗った気持ちで

活動します。宜しくお願い致します。 

 

■ロータリー財団委員会 細田浩司委員長 

積極的な参加・支援の意

欲の向上を促進します。年

次基金への平均金額 100 米

ドルの寄付を今年も宜しく

お願い致します。 
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＜在籍表彰対象者＞   
25年 関谷永久会員   

20年 山岸義弘会員 

15年 齋藤栄作会員・吉沢誠十会員 

10年 豊田義継会員 

5年 金井祐一会員・白幡英悟会員 

 吉岡信人会員 

 

＜研修セミナー参加報告＞ 

ロータリー米山記念奨学委員会 

 一柳達朗会員 

7 月 11 日(日)に 2021-

2022 年度 国際ロータリ

ー第 2570地区の「ロータ

リー米山記念奨学委員会

セミナー」がアルカーサ

ル迎賓館川越にて執り行

われました。今年度の当

地区での奨学生は継続が 5名、新奨学生 13

名、計 18名の受け入れを行いました。推進

委員長である石井成人氏の司会によりス

タート。水村ガバナーの点鐘後、国歌「君

が代」、ロータリーソング「奉仕の理想」を

黙唱し、ガバナー挨拶、各来賓の方々から

の挨拶を頂戴し統括委員長の渡邊氏より

開催趣旨説明と続きました。 

休憩を挟んだ後、狭山中央 RC の東さん

の司会のもと、いよいよ奨学生の 3分間ス

ピーチが始まりました。スピーチの順番は

ランダムです。トップバッターは朝霞 RCで

お世話をしている韓国出身の孫さん、（愛

称：クドくん）。彼は日本語がとても上手で

日本語検定の N2 に 2 か月で合格、N1 も 8

か月で合格した凄い奨学生さんです。その

後スピーチは続き、マインドフルネスの研

究・サービスマーケティングの研究・

TOEIC850点を取った・戦争について・建築

に使うコンクリートの研究・色々な事に挑

戦する勇気と失敗する勇気・自然環境や再

生可能エネルギーの研究・卒業したら大学

院に進む・マグネシウムの研究・BCI の研

究・コロナのせいにせず前向きに・奨学金

を使い資格を取得・日本の自動車技術に興

味あり・ビタミンの研究・日本語の 2級を

取得・失敗を恐れていたがアルバイト中に

失敗した事があったからこそ今がある・サ

ッカーを通し文化の違いを研究、などなど、

奨学生の皆さんは沢山の志を持って学び、

奨学金があるから勉強に打ち込むことが

出来ますと皆さんがロータリークラブに

感謝している事をお話しして下さいまし

た。最後に水村ガバナーから講評を頂き閉

会の辞となりました。18名の奨学生の皆さ

ん、一年間頑張って行きましょう！ 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 一柳達朗ＳＡＡ 

    本日はよろしくお願い致します。 

「田中悟様、粕谷武司様」 

    田中会長、粕谷幹事入間 RCへようこそ。 

「吉沢誠十君、馬路宏樹君、一柳達朗君、 

豊田義継君、繁田光君、細田浩司君」 
 

本日\9,000 累計\57,000 

 

 

■回覧、配布物 

① 会員維持増強物語「ロータリアンでよか

った」 会員増強物語「ベスト６０人の

心」小冊子のご案内 

② ガバナーノミニー・デジグネート候補者

推薦のお願い 

③ ハイライトよねやま Vol.256 

④ バギオだより Vol.85 

⑤ 狭山警察署 令和３年度事業計画収支

予算等について 

⑥ 訃報 坂戸 RC田中一郎パストガバナー 

⑦ 他クラブ例会週報&お知らせ 

⑧ 入間クラブ週報 1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：金井祐一 

 


