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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
原因は解らないのですが、
顎が外れて５時間痛くて救
急車を呼び 30 秒で処置が
終わりました。これからも
よろしくお願い致します。

18 日（木）

りそな銀行バンカークラブの 30 周年記念
コンペで優勝しパールのネックレスを景
品として直接手渡して頂きました。その際、
まだ独身であった私に「お前に渡してどう
するんだ」と言われ「結婚したら嫁さんに
渡します」と答えたことです。懇親会では
熱燗を飲みながらいろいろな話をして頂
きました。あと私の父親は地元のことで何
か決めごとをする時は良く繁田さんに相
談に行っていたことを思い出します。当時
の会員数は 34 名で主な行事と活動として
は昭和 40 年 9 月に狭山 RC 設立総会、翌 41
年 10 月に認証伝達式を入間基地で行って
おります。昭和 40 年 7 月にはドライブク
ラブで富士五湖にドライブ旅行をしたと
記録されております。
入間 RC 第 8 代会長武井武様は大正元年
12 月 20 日生まれで会長在籍年は昭和 41 年
～昭和 42 年。当時 55 歳です。所属会社名
は当時の名簿では「横河航空電機㈱」です。
昭和 30 年代初めに三鷹にあった横河電機
から航空部門が独立し入間市鍵山に会社
が出来たとのこと。この地はかつて米軍の
ダンスホールがあったとも聞きました。ち
なみに横河電機さんは自衛隊関連の製品
を製造している会社で三鷹が陸上、盛岡が
海上、入間が航空を担当していたらしいで
す。武井様の自宅は小金井市でありそこか
ら通勤をしていたと思われます。齋藤金作
様にお話を聞いたところ一言でいえは「東
京もん」と言っておりました。元社員さん
に聞いてもやはり気高い感じの印象はあ
りますがいい人でしたとのことでした。当
時の会委員数は 36 名で主な行事と活動と
しては昭和 41 年 11 月に入間市消防団に団
旗を贈呈、42 年 3 月武蔵 RC を入間 RC と名
称変更し RI の承認を得ています。

■■米山功労者
マルチプル 2 回目＝滝沢文夫会員
■■Ｒ財団寄付表彰
ポールハリスフェロー 白幡英悟会員、
吉岡信人会員、金井祐一会員
🌸会長の時間🌸 吉沢誠十会長
今日の会長の時間は第
7 代会長繁田正一様と第
8 代会長武井武様をご紹
介致します。
第 7 代会長繁田正一様
は大正 3 年 9 月 13 日生
まれで会長在籍年は昭和
40 年～昭和 41 年です。51 歳の時です。所
属会社名は名簿では「繁田醤油㈱」です。
繁田醤油様は 1812 年（文化 12 年）今から
209 年前に醤油製造を始めました。明治 45
年には年間約 61.5 リットルを製造し埼玉
県で第一位になっております。正一様は昭
和 21 年に 3 代目の社長に就任しておりま
す。ロータリーにおいては昭和 34 年武蔵
RC に入会し昭和 48 年に第 357 地区のガバ
ナーに就任。俳句教室の会長との記録があ
ります。皆様ご存じの様に RC での輝かし
いご活躍と功績は我々のクラブの発展に
絶大なる影響を与えて頂いた方に他なり
ません。私個人としての思い出は平成 2 年
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＜幹事報告＞

ホテルに一泊できるくらいの料金でした。
1 人 15,000～20,000 円との話です。確か
に、キャンプは人との密が取れることと、
屋外でのバカンスですので人気が高いよ
うです。近くのスーパーやコンビニでは、
食材やキャンプ用品が飛ぶように売れて
いました,観光地の周りを見渡すと、やは
りゴルフ場が多くありますが、特にショー
トコースをやめてオートキャンプ場や高
級なコテージ付のキャンプ場にしている
工事中の現場もありました。ゴルフ場をキ
ャンプ場にするには、水道は各ホールにあ
り、芝生だし、インターバルの道も出来て
いるので工事がしやすいように思えまし
た。又、富士山の廻りは世界遺産ですので、
別荘地が沢山ありあちこちで分譲の別荘
が売り出していました。値段を聞くと結構
お高いようで、高級なところでは、1 億円
以上の別荘も良く売れているそうです。軽
井沢や蓼科当たりの別荘地も同じだと思
います。
コロナの影響で、皆さんお金の使い道が
なく、沢山お金を持っているなぁーと感じ
ました。一泊の旅行でしたが、紅葉も綺麗
で、また「ほうとう・巨峰・トウモロコシ」
も美味しかったです。以上、近況報告とい
たします。有難うございました。

馬路宏樹幹事

＜報告・予定＞
●12 月 12 日(日)第 2 回会員増強セミナー
馬路幹事、金井会員

＜委員長報告＞
[親睦活動委員会]
吉岡信人委員長
12/16 のクリスマス家族会はコロナ感染
対策をして飯能ヘリテイジにて開催いた
します。多くの方の出席宜しくお願い致し
ます。

■■会 員 卓 話「近況報告」■■
＜クラブ奉仕委員会
木下登委員長＞
クラブ奉仕の活動に
ついて報告します。
吉沢年度、10/29 初めて
の家庭集会に出席しま
した。二年ぶりかと思
います。親睦委員会の
担当で、クリスマス例
会についてです。皆様とお酒を酌み交わす
のは久しぶりなので、大変楽しい時間を過
ごしました。うれしぃーです。ぜひ、飯能
ヘリテイジにて、12/16 多くの会員と令夫
人の参加でクリスマス例会を盛り上げて
頂きたいと思います。
緊急事態宣言が解除になり、少しずつ他
の団体の活動も出来るようになりつつあ
りますが、皆様は、如何でしょうか。・・・・
このままコロナも落ちついて、各委員会で
積極的に家庭集会を開催し吉沢年度まも
なく折り返しになりますが、地区大会や地
区の事業、入間クラブの事業も沢山ありま
す。ぜひ、みんなで盛り上げて行きたいと
思います。
さて近況ですが、先日河口湖・山中湖方
面に一泊で行ってきました。人出は、もう
元に戻っている程、沢山の観光客でした。
特に、キャンプをする若者が非常に多く来
てました。話を聞くと、予約のとれない程
の盛況との事で、何週間か前でないとキャ
ンプの予約が取れないそうです。値段を聞
くと、一人、結構なお値段でチョッとした

＜職業奉仕委員会
晝間和弘委員長＞
「四つのテスト」、
「職業宣言」を推進す
るとありますが申し訳
ございませんが未だに
行えず、コロナ禍が終
息しましたら吉沢会長
と相談し例会ロータリ
ーソング後に「四つのテスト」を唄いたい
と思ってます。「職業宣言」は古いもので
すので今に合った言葉に変えて会員の皆
様に配りたいと思います。
次に地区社会奉仕奉仕委員会について
報告致します。行田さくら RC の五十幡統
轄委員長のもと、アイバンク委員会に所属
し副幹事も兼任しており社会奉仕委員会
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の月信編集委員長に滝沢パスト会長もい
らして右も左も分からない状態でしたが
心強く有り難くおもいました。会議、セミ
ナーがたくさんあり、参加してると徐々に
チカラも抜けて慣れましたがコロナ禍が
終わりマスク取ったら果たしてメンバー
の顔が分かるのか？今から不安です。
ちなみにアイバンク角膜提供登録はこ
こで 2 回目を登録しました。皆様もご協力
宜しくお願い致します。

た。6/4 に 20755 あった抗体価が徐々に減
り 10/14 には 2000 となりました。個人差
がかなりありますので一概には言えませ
んが抗体価は下がって行くようです。
最後になりますが、野球好き（巨人ファン）
の私は、11/10 神宮球場で行われたクライ
マックスシリーズを観戦してきました。結
果は 4 対 0 の完敗でした。今年を観ていて、
結果は仕方のないところですが、原監督の
続投は信じられない思いです。巨人ファン
を一時中断する事を真剣に考えている昨
今です。

＜社会奉仕委員会
杉田宏充委員長＞
委員会としての主だった報告がござい
ませんので、昨今騒がれている新型コロナ
ウィルスの 検査につ
いてお話さ せて頂き
ます。
感染症の主 たる原因
はウィルス と細菌に
大きく分け られます
が、その主な違いは、
①大きさ②抗生物質が効くのが細菌で効
かないのがウィルス③染めて眼で見る事
ができるのが細菌で、機械でしか測定でき
ないのがウィルスとなります。そして、ウ
ィルスの測定は大きく分けると、抗原を測
る方法と抗体を測る方法の二つになり、昨
今騒がれているＰＣＲ検査は抗原を測る
検査の仲間となります。「ＰＣＲ検査」は
微量のウィルスを拾い上げて増幅させて
判定しますので、ほんの少しでも存在して
いれば反応させられるが、市販もされてい
る短時間で判る「抗原検査」はウィルス由
来の蛋白質を測定するので、ある程度のウ
ィルス量がないと反応しません。また、一
昨日 NHK で報道された「抗原定量検査」は
機械で測定するものですが、前述した「抗
原検査」の結果をより詳しく数字で判定す
る検査です。従って検査精度から言うと
PCR 検査＞抗原定量検査＞抗原検査となり
ます。
抗体検査は血液で検査するもので、体内
の蛋白質で出来た抗体量を測るものです。
ちなみに私は 4/30 と 5/21 にファイザーの
ワクチンを打った後、抗体検査を行いまし

＜国際奉仕委員会
間野尚委員長＞
私の近況報告ですが、毎
朝４時半に起床します。
目覚ましに緑茶を飲んだ
後に犬４頭を奥さんと２
頭ずつリードをひきなが
ら散歩します。犬種は、ボ
クサー２頭にワイマラナ
ー１頭さらにダルメシアンとボクサーの
ミックスが１頭です。散歩時間は約 30 分
ぐらいです。ちなみにダルメシアンとボク
サーのミックス犬は
10 年前に我が家で 12
頭生まれた中の１頭
です。当時 12 頭も生
まれてしまったこと
で里親探しに悩んで
いましたら山岸様が
良し任しとけ
とのこと、里親
募集のポスタ
ーを色んなと
ころへ貼って
頂いたりして
11 頭は見事里親に引き取られて行きまし
た。あの時はありがとうございました。
話は戻りお散歩終了後 6ｋｍのランニン
グをします。因みにお休みの日は 12ｋｍ走
ります。月計算で 200ｋｍ9 年前から続い
ているので年間 350 日ぐらいは走っており
ますのでそろそろ２万ｋｍ走破となりま
す。参考ですが、ランニングシューズの寿
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命は 300ｋｍだそうです。私はその倍は履
きますので、それでも 3 か月に 1 回購入し
ています。ランニングから帰ると次は犬 4
頭とお風呂に入り、合計 16 本の犬の脚を
洗い濡れタオルで体をふいてあげ私も一
通りの風呂を済ませます。その後、朝食を
取り出勤となります。
帰宅は 12 時間後の 20 時頃で先ずは犬散
歩用の服に着替え再び 30 分の散歩で自宅
へ戻り朝と同じく 16 本の脚を洗ってあげ
その後やっと晩酌のお時間となり 1 日のお
役目終了となります。
我が家は奥さんと 2 人暮らしですが、共
にプライベートを重んじる家庭で奥さん
が 1 階、私は 2 階、と完璧に部屋は分かれ
ている中、どういうわけか犬 4 頭の内メス
２頭は私の寝室 2 階へ、雄 2 頭は奥さんの
寝室へと分かれます。決して呼んだりはし
ないのですが…不思議です。
忽滑谷前会長が「会長の時間」にて老後
は犬を飼うと良い、又、飼うなら小型犬と
お話されていましたが、まさにその通りだ
と思います。老後の大型犬は危険です。あ
りがとうございました。

単価の落ち込みが大きく、県から支給され
た協力金のおかげで、辛うじて黒字になっ
た状況です。会社全体としては、10 年くら
い前から、不動産賃貸収入の増強をはかっ
てきた成果で、資金繰りに困ることなく乗
り切ることができました。
私個人の近況としては、２月に父が亡く
なりましたが、ゴルフに行く回数には影響
なく、３月の父の葬儀の翌日から８月末ま
で、昨年の記録を１日更新して、181 日連
続ラウンドの自己新記録を樹立しました。
年間のラウンド数は、今日現在で 296 日で
すので、あと 29 日ラウンドすれば、昨年を
１日上回る 325 日になるので、それを目標
に頑張りたいと考えてますが、約２年間で
600 日以上ラウンドした影響で、手首、肘、
膝、足の裏が痛くて、先月くらいから豊岡
第一病院でお世話になってます。以上です、
ありがとうございました。
＜ニコニコＢＯＸ＞
一柳達朗ＳＡＡ
リラ君ようこそ入間クラブへ!本日の例
会宜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」
パパコーチをしている少年野球チーム
「ユニバース Jr」が武蔵野市秋季大会
で 33 年ぶりに見事優勝することができ
ました。子どもたち頑張りました。
「一柳達朗君」
本日\9,000 累計\207,000

＜青少年奉仕委員会
繁田光委員長＞
先 ほ ど は 会 長の時
間で私の祖父の話を
していただきありが
とうございます。
今 年 度 ７ 月 からこ
れまで、青少年奉仕委
員会としては特に目
立った活動はできておりません。
私の近況ですが、繁田醤油株式会社とし
ては、売上の７割を占める、いるまの湯の
売り上げが通常の 70％前後と低迷してお
りました。ご入浴いただくお客様の人数を
90％程度と健闘しておりましたが、飲食部
門の時短営業、アルコール販売の自粛で客
発行

■回覧、配布物
① 12/16 クリスマス家族例会出欠表
② ハイライトよねやま Vol.260
③ 茶の香めーる Vol.81
④ 他クラブ週報
⑤ 入間クラブ週報５号

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

