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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

ゴム製作所第二工場長などを経て昭和 8 年、
38 歳で狭山市に入間川ゴム製作所を創業、
医療用等の製品を製造、昭和 17 年には軍
需 3 省の管理工場となり軍需製品の製造も
行いました。昭和 20 年からは民需生産に
切り替え医療用、工業用、自転車タイヤ、
昭和 23 年革貼球技ボールの製造を開始し
ました。昭和 24 年 1 月から約 3 年半、埼
玉第二区民主自由党議員として衆議院議
員を一期務められております。また昭和 27
年 4 月から 31 年間、狭山市商工会会長と
してご活躍されております。わりとがっち
りした体格で性格は穏やかな方でしたと
のことです。昭和 53 年勲三等旭日中綬章
を受章され、昭和 44 年狭山市名誉市民と
なっております。ロータリーでは初代会長
時、「親睦と融和」を基本方針として会員
20 名で活動、昭和 35 年 5 月に飯能市公会
堂にて認証状伝達式・チャーターナイトを
開催、参加者は 218 名でした。同年 6 月に
は県下 RC 親睦ゴルフ大会を高坂 CC にて行
っております。第 2 代会長時は会員数 25 名
となり昭和 35 年 12 月、例会場を埼玉銀行
豊岡支店に移転、年末には防犯協力として
狭山・飯能警察署に暖房用石炭を 2 トン寄
贈したとの記録があります。またアジアで
初めて国際大会が東京晴海で開催される
ことになり入間基地のアメリカ軍将校の
ご婦人を講師に英会話教室を開催し、その
第 52 回国際大会には 49 名の会員が参加し
ました。私とはかけ離れた経歴の持ち主で
あり同じ会長職として申し訳なさを痛感
しております。

Ｒ財団寄付表彰
マルチプル ポールハリスフェロー
2 回目・友野政彦会員、荒井正武会員
1 回目・宮崎正文会員
ポールハリスフェロー
一柳達朗会員
＜今月のお祝い＞
山岸義弘君
会員誕生日
一柳達朗君
夫人誕生日 滝沢久美子様
吉田勉君
結婚記念日 新 井 格 君
荒井正武君

7 日（木）

金井祐一君
吉岡信人君
繁田美香様
豊田義継君
一柳達朗君

🌸会長の時間🌸
吉沢誠十会長
前回の会長の時間で
は入間 RC の誕生秘話
をお話させて頂きまし
たが今回からは入間 RC
の歴代会長様の紹介を
させて頂きますので、
お付き合いの程よろし
くお願い致します。まずは初代、第 2 代会
長の清水逸平様は当然チャターメンバー
です。初代の在任期間は昭和 34 年～昭和
35 年で当時 64 歳でした。お生まれは明治
28 年 11 月 5 日で昭和 58 年２月 16 日にご
逝去（87 歳）されています。出身地は長野
県上田町で日本大学法律学科卒業後、大和
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＜幹事報告＞

年 7 月に入間ロータリークラブ細淵さん宮
寺さんと外部協力者で挨拶と友好の目的
で カ ト マ ン ズ の Kuleshwor ス ク ー ル と
Tripreswor RC を訪問しました、訪問中に
は学校装備品支援の必要性と相手国 RC と
の信頼関係の構築醸成に時間を費やし数
回の懇談会も開きました。
翌年に具体的にプロジェクトが始まり
ましたがその後もその進捗状況に付いて
先方とメール交換をし続けました、時には
対面でない事全て英語ですから疑いや誤
解が生じ易かったのも否めませんでした。
入間 RC の 2200＄を含む財団の総支援額
(グローバル補助金)44000＄は理科実験室
の備品、機材・13 台のコンピューター・13
台のスマートボード・図書館の棚、書籍・
4 台のラップトップコンピューター・60 脚
椅子・それらの購入据付トレーニングなど
で使用されました。
私達は装備品が数量や品質など間違い
なく納入設置されているか、そしてそれら
が順調に使用されて期待した効果が生ま
れているかどうか確認し、RI の規定により
最終的に収支報告書を作成、モニタリング
作業も行いました。
世界中のコロナ渦の影響などでプロジ
ェクトは大きく遅延しましたが 2021 年 10
月 5 日遂に念願の RI の受付済を頂き全て
のプロジェクトは終了することが出来ま
した。ここに私達は支援活動で児童が成長
して将来ネパールの発展に貢献出来る一
助になることを期待いたします、またプロ
ジェクト関係者全ての皆様に感謝を申し
上げます。
GG1863194 実施国側担当者

馬路宏樹幹事

第 5 回定例理事会報告 ＜協議事項＞
1.11,12 月のプログラム
11/4 18:00 から西山荘に
於いて会員卓話と
して会長・幹事・SAA
の近況報告。
11/18 会員卓話、五大奉仕委員長の近況
報告
12/2 年次総会
12/16 ヘリテイジ飯能にてクリスマス
例会
2.10 月末までクールビズ延長
3.りそな銀行の天野支店長異動に伴い退
会、新支店長に入会を呼び掛けています
＜報告・予定＞
1.10/9(土)地域研修セミナー
吉沢会長 豊田会員 宮寺会員
2.10/9(土)第 2 回ロータリー財団委員会
細淵会員
3.10/21(木)入間南 RC との合同ゴルフ
繁田会員取り纏め
4.11/7(日)米山梅吉記念館訪問研修旅行
一柳会員
5.11/21(日)川越 RC 創立 70 周年記念式典
吉沢会長 馬路幹事
6.11/28(日)第 1 回国際奉仕委員会セミナ
ー後藤健会員 間野会員
7.令和 4 年 2 月 27 日(日）第３グループ IM
於ヘリテイジ飯能
●委員長報告
[職業分類委員会]
関谷永久委員長
私が 2017-2018 年度入間
ロータリークラブ会長の
際に最も大切な事業の一
つに RI 財団 6 つの重点分
野の内「基本的教育と識字
率の向上」を目標にカトマ
ンズ市内の Kuleshwor スクールを支援対象
校に決めて『ネパール・児童の教育環境改
革の為の装備品等支援プロジェクト』を
3292 地区カトマンズ市内の Tripreswor RC
と共に立ち上げました。そしてプロジェク
トは RI 認証コード GG1863194 を 2017 年 12
月に受け 2570 地区では初めてのクラブ同
志のプロジェクトとしてスタートしまし
た。私達は認証を受ける準備はその一年前
から始まっていましたが、具体的には 2017

<グローバル補助金とは>
2017 年にロータリー夢
計画としてでき、地区補助
金を大きな国を跨いだ事
業に使う為に発足しまし
た。過去にはロータリー財
団が中心になって送った
事例が２件ありますが、クラブとクラブで
やるのは初めてです。入間クラブとして本
当に誇れることなので、水村さん是非、推
薦いたしますのでガバナー奉仕賞宜しく
お願い致します。無事に終わりましてあり
がとうございます。
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[会報雑誌委員会]
金井祐一委員長
横組み
P4 RI 会長メッセージ
P24 多様性・公平さ・インクル
ージョンへのロータリー
のコミットメント
P41 2022 国際大会
P41 財団管理委員長からのメッセージ
P11 米山月間
P18 ロータリー学友参加推進週間
P37 伊豆山土砂災害
縦組み
P16 友愛の広場から 90 歳直前のホール
インワン
個人的感想 自分はゴル
フをやらない人間ですが、90 歳近くで
あってもゴルフが出来る体力がある
事が素晴らしいと感じました。

＜ニコニコＢＯＸ＞
一柳達朗ＳＡＡ
本日の例会リラ君卓話よろしくお願い
致します。
「吉沢誠十君、馬路宏樹君、豊田義継君
一柳達朗君」
一柳さん会社 90 周年おめでとうござい
ます。記念品ありがとうございます。
「馬路宏樹君、豊田義継君、木下登君、
晝間和弘君」
リ君、本日もよろしくお願いします。
「繁田君」
弊社は今年４月に 90 周年を迎え、記念
品を作りました。普段使いとして使用し
ていただけたら幸いです。
「一柳達朗君」
早いたします。
「後藤健君」
本日\54,000
累計\149,000

[ロータリー財団委員会] 細田浩司委員長
毎年ロータリー財団に 100
＄以上ご寄付いただいていま
すが、皆さんご協力よろしく
お願い致します。本日ご出席
の会員の皆様には確認させて頂きます。
[米山記念奨学委員会]
後藤健委員長
米山記念特別寄付金のご協
力例年と同じで宜しくお願い
致します。又、寄付を増やし
たい方は連絡していただけれ
ば対応いたします。

■回覧、配布物
① ガバナー月信 10 月号
② ロータリーの友 10 月号
③ 2021-22 豆辞典
④ ハイライトよねやま Vol.257・258
⑤ バギオだより Vol.86
⑥ 基本的教育と識字率向上月間ご案内
⑦ 第一回社会奉仕セミナー資料の件

[創立９０周年記念品]
一柳達朗会員
わが社は昭和６年に祖父が創業しまし
た。90 年から 100 年に向けて
の橋渡しという想いと皆様へ
の日頃の感謝を込めて、伝統
工芸の輪島塗箸を記念品とし
てお贈りいたします。
これから 100 年に向けて頑張って参りま
すので宜しくお願い致します。

⑧ 米山梅吉記念館 館報 Vol.38 と 2020
事業報告書
⑨ 入間市市民憲章の推進に貢献した人
⑩ 国際交流 NEWS No.117
⑪ 第 3 グループ IM 開催について
⑫ 入間青年会議所創立 45 周年記念誌
⑬ 入間ロータリークラブグローバル補助
金プロジェクト完了報告
⑭ 他クラブ例会週報&お知らせ
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■■■講 師 卓 話■■■
米山記念奨学生ブサル･リラ バルラブ様
前回はネパールの話
と留学してからのお話
をしましたが、今日は
奨学生になった感想、
奨学生になってから取
得したこと、大学院で
の研究の紹介、勉強以外の活動、自宅の話、
そしてこれからの進路について卓話させ
て頂きます。
2020 年から米山奨学生となり、私の人生

かぼちゃ
大好き

で奨学金があるこ
とで大学院での研
究に大変助かりま
した。研究にはデ
ータ分析の能力が
凄く大事ですので
分析の証明書を六
ヶ月かけてオンラ
インで試験を受け、習得できました。証

子供のために頑張って
くれている両親は私にと
って神様です。将来は博
士課程を取得して両親を

明書があれば就職の時に助かるので、こ
れも米山奨学会のお陰です。
「私の卒業論文のタイトル」
「Economic Growth and Unemployment:
An Econometric Investigation
on Asian Developing Countries」
簡単に説明しますと失業率と GDP 成長率
の関係を調べて、アジアの開発途上国 18 カ
国のデータをパネルデータ分析して失業

幸せにしたいと思いま
す。そのために来年は横
浜国大に願書を出す予定
で、教授とメールのやり取りをしています。
ネパールでは勉強したいけどお金がな
い、自分の国の経済発展に貢献したいと思
っている人が大勢います。私もお金がなく
就職するか進学かで迷っていますが、アジ
アのリーダーである日本で経済を学び、博

率の変化と成長率に負相関関係がある事
がわかり 12 月に発表の予定です。
コロナ禍の中で知り会った方が栗橋の
お部屋を貸していただき、空いている土地
で、色々な野菜を植えました。私はかぼち
ゃが好きですので出来た一番大きなかぼ
ちゃを差し上げました。アルバイトもなく
なり、トウガラシやオクラや茄子も植えて
楽しんでいます。

士課程を習得し、将来はネパールに戻り社
会貢献をしたいと思っています。これから
もよろしくお願い致します。

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
■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
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Fax.04-2965-5788

