2021-2022 年度 RＩテーマ

地区スローガン
もっと夢を もっと奉仕を
More dreams More service

2021-2022 RI 会長:シェカール メータ RI2570 地区ガバナー:水村 雅啓 会長:吉沢誠十 幹事:馬路宏樹

第4号

３２０１回例会 ２０２1 年

お客様 <オブザーバー>
✿紹介者
菅野茂実会員
(有)寺井工業 代表取締役 寺井裕昭 様
創業して 55 年になります水
道事業を行っており、私は二代
目です。頑張ってやってくれて
おります三代目の為にも、この
ような会合に参加して自分を磨いていきた
いと思っています。宜しくお願い致します。
(有)丸山産業 代表取締役 丸山 博
入間市の委託でごみの収集
等を行っております。これから
もよろしくお願い致します。

10 月 21 日（木）

お酒の席を好み当時としては珍しく東京
によく行っていたとのこと。当時の会員数
は 29 名で主な行事と活動は武蔵電信電話
局開設につき電話番号表の配布、当クラブ
がホストとなり県下高校生英語弁論大会
を飯能公会堂で開催したことです。
第 4 代会長小林貞治様は明治 29 年生ま
れで会長在籍年は昭和 37 年～昭和 38 年で
す。所属会社は「飯能木材株式会社」です。
飯能市久須美生まれ、飯能高等小学校を卒
業後材木店で修業し大正 9 年に小林木材店
を開業、昭和 13 年には飯能町議会議員に
当選しました。昭和 21 年木材統制法の解
除に伴い飯能木材株式会社を設立し社長
となり埼玉県木材協会会長、西木材組合組
合長、飯能森林組合組合長、飯能町議会議
長、埼玉県町村議長初代会長、関東町村議
会初代会長となったすごい経歴の持ち主
です。昭和 27 年飯能町長、昭和 29 年に飯
能市初代市長にもなりました。飯能 RC の
第 2 代会長にも就任しています。昭和 44 年
に勲五等瑞章を受章しています。性格は比
較的地味な方であったが地元の雄として
活躍した方で、商売はゼネコンに材木を納
める納材業で栄えていたとのこと。今の飯
能駅の線路は西の方で止まっていますが
当時はそこから先に引き込み線があり秋
田からくる羽柄材を貨物で運び込み所せ
ましと材木が置いてあり、その隣接地に飯
能木材さんはあったとのことです。当時の
会員数は 31 名で主な行事と活動としては
家族会で千葉谷津遊園地で潮干狩りをす
る予定が雨でテアトル東京での映画鑑賞
になったと記録されております。

様

🌸会長の時間🌸
吉沢誠十会長
今日の会長の時間は第 3
代会長浅見文蔵様、第 4 代
会長小林貞治様を紹介い
たします。第 3 代会長浅見
文蔵様は大正２年の生ま
れで会長在籍年は昭和 36
年～昭和 37 年です。所属会社は「山万味噌
醤油株式会社」です。山万味噌は慶応元年
に開業し、昭和 54 年まで 130 年間続いた
味噌屋さんです。味噌は仕込みから売るま
でに 1 年かかるのでかなりの資本金を必要
としたとのこと。一番景気が良かったのは
大正 10 年から 15 年頃だそうです。会社は
黒須の霞橋のたもとにあったたいへん大
きな木造建築でした。今はアパートになっ
ています。浅見様は当時川越 RC に所属し
ており武蔵 RC が出来て移籍してきました。
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＜幹事報告＞

ラブの概要や会長さんの人柄などを知る
良い機会でしたが、それができないことが
一番残念でした。
一昨日は、行田さくらロータリークラブ
に伺いました。感染者の減少もあって、三
年未満会員との懇談、クラブ例会、クラブ
協議会、懇親会と初めてフルバージョンで
公式訪問が行われました。クラブ協議会は、
RLI 方式で「ロータリーの Zoom による会
議」「次世代のリーダーの育成」をテーマ
に話し合われました。懇親会もアルコール
こそ出ないものの久しぶりの食事会を楽
しませていただきました。とても前向きで
素晴らしいクラブだと感じました。そして、
これこそがロータリーの姿だと思いまし
た。いろいろなクラブを回てってみて、同
じロータリークラブでも、それぞれ個性が
あり文化があり、特色ある活動をしている
姿を拝見し、こうした皆さんの力で当地区
が運営されガバナーも生かされているの
だなと感激しました。後ひと月、楽しみな
がら公式訪問を続けてまいりたいと思い
ます。
セミナーや委員会活動も中止や延期に
なっています。青少年交換は、今年度５名
の候補生を取りましたが、２か月間オリエ
ンテーションもできない状況で、やっと今
月 17 日に開講式ができました。開講式で
は、候補生たちが、びっくりするほどしっ
かりとしたスピーチを披露し私も感心さ
せられました。まだ相手国も決まりません
が、コロナの状況をみて、安心安全に留学
ができるよう委員会で交渉を進めていき
たいと考えています。
地区大会の情報をお話します。先週、実
行委員と打ち合わせ会を行いました。来年
３月 26 日(土)、川越プリンスホテルで RI
会長代理の歓迎晩餐会を開催、27 日(日)、
ウエスタ川越で本会議を開催します。本会
議は午後からの予定で、講演者は無しでガ
バナーアワードの表彰式などを予定しま
す。詳しくは今後行われる実行委員会で詰
めていきます。会員の皆さんの大きな協力
を得なければ実施できません。どうぞよろ
しくお願いいたします。
また、機会を頂きガバナー活動報告をさ
せていただきます。本日はありがとうござ
いました。

馬路宏樹幹事

＜報告・予定＞
1.日本経済新聞社 10 月 22 日
(金)の朝刊に一面でロータ
リークラブの広告がありま
す。昨年日本のロータリー
100 周年を迎えたことを機にロータリー
の活動を PR し、会員の増強に繋げる事
を目的にしております。
2.10 月 7 日の週報の 2 ページ目〈グローバ
ル補助金とは〉のところ 2017 年を 2013
年と訂正してください。
3.10 月のロータリーレートは 112 円
●委員長報告
[親睦活動委員会]
10 月 29 日に家庭集会を開
催いたします。関係者の方々
出席お願い致します。

間野尚委員

■■■講 師 卓 話■■■
「ガバナー活動報告」
2021-22 年度 水村雅啓ガバナー
７月１日からガバナ
ーとして新しい年度の
スタートを切ったので
すが、コロナ感染症の
急拡大に伴ってクラブ
例会が休会となり、皆
さんに活動の状況をお
話する機会がなく本当
に申し訳ありませんでした。本日は、貴重
な例会の時間にお話する機会をいただき
感謝いたします。
今年度はコロナ感染症も少しは収まる
かと思っていましたが 8,9 月は感染者が急
増し、私の公式訪問も延期や時間短縮など
変則的になってしまいました。そのため 10
月には、ほぼ回り切れる予定でしたが、11
月いっぱい掛かる事になりました。入間ク
ラブへの公式訪問は来年になりそうです。
半数以上のクラブが懇談会やクラブ協
議会は取り止め、例会のみの公式訪問とな
ってしまいました。例会前の懇談会は、ク
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＜ニコニコＢＯＸ＞
一柳達朗ＳＡＡ
寺井様、丸山様本日は入間 RC の例会に
お越しいただきありがとうございます。
「吉沢誠十君、馬路宏樹君、豊田義継君
一柳達朗君、繁田光君、菅野茂実君」
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。
「奥冨茂生君」
ハンデに恵まれ入間南 RC とのゴルフコ
ンペで優勝しました。賞金の一部寄付い
たします。
「杉田宏充君」

紅葉の 10 月 24 日さいたま市・川越市・
秩父市付近にてクラシックカーによるラ
リーを企画いたしました。
クラシックカーファンの皆様と地域の
方々が良いコミュニケーションが出来ま
すよう、埼玉県にて開催します。
今回のイベントは国際ロータリークラブ
第 2770 地区主催。国際ロータリーが挑戦
していますポリオ根絶キャンペーンに協
力します。
ポリオ（急性灰白髄炎）は非常に感染性
の高い病気であり、特に感染しやすいのは
5 歳未満の子どもです。日本では一般に「小
児まひ」と呼ばれることもあります。
ポリオウイルスは人から人へ感染し、最も
多いのは汚染水を通じた感染です。神経系
を侵すこともあり、これによって身体のま
ひを引き起こす可能性があります。治療法
はありませんが、安全なワクチンで予防が
可能です。
ロータリーでは、職業や市民のリーダーが
会員となり、地元や世界の問題に取り組ん
でいます。ポリオの根絶は、長年にわたっ
てロータリー会員が力を注いでいる活動
です。パートナー団体とともに、私たちは
122 カ国、世界 25 万人以上の子どもにポリ
オ予防接種を行ってきました。活動開始以
来、世界の発症数は 99.9％減っていますが、
ポリオはまだ根絶されていません。私たち
は、目標を実現するまで決してあきらめま
せん。

本日\8,000 累計\157,000

■回覧、配布物
① 10/24 ポリオチャリティークラシック
カーラリーご案内
② 日本経済新聞社 10 月 22 日朝刊にロータ
リーの広告
③ ロータリー米山スリランカ学友会・初代
会長追悼式
④ ハイライトよねやま Vol.259
⑤ 国際交流 NEWS No.118
⑥ 他クラブ例会週報&お知らせ
⑦ 入間クラブ週報 3 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
■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

