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３２０７回例会 ２０２1 年

＜ビジター・ゲスト＞
米山記念奨学生
ブサル･リラ バルラブ様
卒論の発表も近づき、スピー
ドを上げ世界中の大学に向け
励んでいます。これからもよろ
しくお願い致します。

＜入会式＞ようこそ入間ＲＣへ！
★職業分類:銀行
埼玉りそな銀行入間支店 支店長 金田晋様
入間ク ラブ の入 会を
機に皆様からご指導を
賜りながら地域貢献並
びに業務に邁進してま
いりたいと思います。前
任の天野 同様よろしく
おねがいいたします。

＜今月のお祝い＞

会員誕生日
夫人誕生日

12 月 2 日（木）

忽滑谷明君 木下登君
滝沢文夫君 杉田宏充君
細淵克則君 荒井正武君
晝間和弘君
宮寺美智子様

ご紹介・吉沢誠十会長
私と一緒でバスケットをされていたと、
話で盛り上がりました。仲良くやっていき
たいと思います。宜しくお願いします。

古稀のお祝い

木下登会員
古稀は他人事だと 思
っていました。ゴルフも
割引となり嬉しいです。
お祝いありがとうござ
います。

★職業分類:上下水道工事
(有)寺井工業 代表取締役 寺井裕昭 様
諸先輩 方が 築き 上げ
てきた入間ロータリー
クラブで 自分を磨き地
域貢献に 頑張って参り
ます。歩いて 5 分ほどの
所に会社がありますの
で、お寄りになった際に
はロータリーの事を教えて下さい。宜しく
お願い致します。
ご紹介・菅野茂実会員増強委員長
ゴルフや飲み会で大変お世話になってい
ます。早くとけ込んで頑張って下さい。
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🌸会長の時間🌸

吉沢誠十会長

保険代理店とあります。それ以前は「細正
（ほそまさ）」と言う会社で毛織の機屋さ

今日の会長の時間
は第 9 代会長関根友次
郎様と第 10 代会長細
田甚太郎様をご紹介
致します。第 9 代会長
関根友次郎様は明治
42 年 6 月 28 日生まれ
で会長在籍年は昭和 42 年～昭和 43 年です。
58 歳の時です。チャーターメンバーです。
前回の例会でお話をしました様に第 8 代武

んでした。細田様はチャーターメンバーで
初代武蔵 RC の副会長となっていましたが
その後名簿を見てもお名前がありませんで
した。調べてみますとお仕事の関係から 2
年で退会されその 3 年後に再入会されてい
ました。時の第 5 代会長の多加谷様が「ま
た出てこないか」と誘ってくれたそうです。
そのことに感謝し 15 年間 100％出席をした
とあります。また入間市商工会の初代会長

井会長の時に武蔵 RC から入間 RC へ改名を
したので入間 RC の初代会長と言うことに
なります。所属会社名は名簿では「関根工
業㈱」です。関根工業様は戦後友次郎様の
お父様が織物業を始め友次郎様はその家業
を継がれた 2 代目だそうです。当時は入間
市議会議員でもあり今の市民体育館の所に
あった国立豊岡病院を総合病院にすると言
う促進化委員会の委員長として大変な努力

でもあり昭和 35 年から 15 年間務められて
おります。ご長男は 44 才で若くして亡くな
られてしまいましたがそのお嫁さんであり
ます細田佳（よし）様は平成 5 年に入間 RC
に入会されています。パレスビルサービス
と言う会社を経営されており黒須にあるダ
スキンの代理店です。細田商事様もこの地
にありました。会長の甚太郎様は穏やかな
性格であったとのことです。当時の会員数

をされました。NHK のテレビでも取り上げ
られたそうです。また同じ年に埼玉国体が
あり会員で協力し合い大成功を収め、市長
より感謝状をもらったともあります。ご存
じの様に友次郎様は第 45 代会長関根靖郎
様のお父様であります。靖郎様からお話を
聞いたところ役をするのが好きで人には好
かれた方だったとのこと。また叙勲して園
遊会に招かれた時は足を患い車椅子で参加

は 35 名で主な行事と活動としては昭和 43
年 7 月会報が「月報」であったものを「週
報」とするとあります。また同月に万国博
覧会に協賛金とあり時代を感じます。12 月
のクリスマス会はグリーンウッドと言う会
場で 92 名が参加、44 年 3 月には会員の会
社の従業員の方 4 名を例会に招待するとい
う新しい企画が行われております。また同
年 5 月の国際大会ハワイに 7 名が参加とあ

したしましたがその際美智子様に声をかけ
られた事が良い思い出でとのことです。当
時の会員数は 37 名で主な行事と活動とし
ては昭和 42 年 7 月に狭山 RC と共催で入間
基地将校と日米親善ゴルフ大会を豊岡コー
スで開催、同年 10 月に国体開催記念として
市役所庭に国旗掲揚塔を送るとあります。
入間 RC 第 10 代会長細田甚太郎様は明治
40 年 9 月 28 日生まれで会長在籍年は昭和

ります。

＜幹事報告＞

馬路宏樹幹事

＜報告・予定＞
①令和４年１月・２月のプ
ログラム
1/13 杉島市長年頭所感。
1/27 ガバナー公式訪問。
2/3 新年会。
2/17 会員卓話
2/27 第 3 グループ IM 於ヘリテイジ飯能
※コロナ感染状況で例会内容の変更あり

43 年～昭和 44 年です。当時 61 歳です。チ
ャーターメンバーです。所属会社名は当時
の名簿では「細田商事㈱」です。業種は損害
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②2022～2023 年度米山記念奨学生受け入れ
る事で承認。
③奥田さんの退職について クリスマス例
会にて餞別を渡すと承認されました。
④12/5(日）米山記念奨学委員会第２回カウ
ンセラー会議・クリスマス会
滝沢会員 一柳会員
⑤12/8(水）ロータリー研究会第 50 回記念
講演会 吉沢会長
⑥12 月のロータリーレートは 114 円

[会員強委員会]
菅野茂実委員長
本日２名の方が無事入会
されおめでとうございま
す。これからも頑張って参
りますのでご協力よろしく
お願い致します。

＜齋藤栄作地区大会実行委員長＞
地区大会を成功させ

＜委員長報告＞

ることが水村ガバナー
体制を強靭にすると考
えています。会場は３月
26 日川越プリンスホテ
ルを抑えています。翌日
はウエスト川越で本会議を開催いたします。
皆様のお力を借りて水村魂を入れていかな
ければならない段階に入っています。
その前にチャリティーゴルフ記念大会を

[国際奉仕委員会]
間野尚委員長
国際奉仕委員会・ロータ
リー財団委員会合同セミナ
ーが１1 月 28 日 13：00～15：
30 で東松山市ガーデンホテ
ル紫雲閣にて開催、に出席
させていただきました。入
間ロータリークラブからは水村ガバナー、
後藤会員、細田会員、間野会員４名でした。
水村ガバナーの点鐘で始まり、水村ガバ
ナー、村田ガバナーエレクト、ロータリー
財団委員会鈴木担当諮問委員、国際奉仕委
員会前嶋担当諮問委員の挨拶がありました。
セミナーの方ですが、国際奉仕委員会の
田島委員長が事例報告と今後の課題と題し
てプロジェクターの下約 1 時間の説明、ロ
ータリー財団委員会の村田委員長が財団資
金を使ったグローバルグラント実例報告と
題して約 1 時間の講義が行われました。両
委員長共に分かりやすいご説明でしたので、
大変勉強になりました。ありがとうござい
ました。

３月８日に武蔵カントリークラブ豊岡コー
スに於いて貸し切りで行います。

今までの様な大会とはなりませんが、コ
ロナ対策の基、皆さんのご協力を宜しくお
願いします。クラブ一丸となって水村ガバ
ナーを押し上げる事で又、クラブは歴史を
持った中で纏まっていければ素晴らしいの
ではと思っています。ありがとうございま
した。

[会報雑誌委員会]
金井祐一委員長
●RI 指定記事としては、４
頁と 44 頁「力を合わせれ
ば目標達成も現実に」
●23 頁「ドイツのロータリ
アンノーベル化学賞を受
賞」こんな方もロータリー
いらっしゃるのかと興味を持ちました。
●縦組み 17 頁の柳壇では南の大河内さん
の作品が載っています。入間クラブとなっ
ていました。
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■回覧、配布物
① ガバナー月信 12 月号

■■■クラブ年次総会■■■
齋藤栄作指名委員長にて諮問委員会を開

② ロータリーの友 12 月号
③ 12/16 クリスマス家族例会出欠表
④ 入間市ゴルフ協会第 20 回親睦ゴルフ
コンペのご案内
⑤ 米山記念奨学会の奨学生出国について
⑥ RI 第 2570 地区国際奉仕委員会・ロータ
リー財団委員会合同セミナー次第
⑦ 疾病予防と治療月間リソースのご案内
⑧ 2022 年国際大会ツアーのご案内

催、第 2 号議案 入間 RC デジグネートに宮
崎正文会員を指名。ご審議願います。
○総会にて全会一致で承認されました。
豊田義継エレクトより

＜次年度五大奉仕
委員長発表＞
クラブ奉仕委員長
社会奉仕委員長

宮崎正文会員
馬路宏樹会員

職業奉仕委員長

杉田宏充会員

国際奉仕委員長

一柳達朗会員

青少年奉仕委員長

田中快枝会員

⑨ ロータリーの友 2020－21 年度事業報告
⑩ 川越ロータリークラブ創立 70 周年記念
式典への御礼
⑪ LINE でフォトコンテスト募集
⑫ 他クラブ週報＆例会のお知らせ等
⑬ 入間クラブ週報 6 号
⑭ 滝沢会員より柚子

＜ニコニコＢＯＸ＞
一柳達朗ＳＡＡ
金田さん、寺井さん入間クラブ入会おめ
でとうございます。滝沢さんユズありが
とうございます。
「吉沢誠十君、馬路宏樹君、豊田義継君、
繁田光君、一柳達朗君、山岸義弘君、
吉永章子君、細淵克則君、忽滑谷明君、
荒井正武君、間野尚君、晝間和弘君、
吉岡信人君、後藤健君、菅野茂実君」
古稀お祝いありがとうございます。
「木下登君」
本日\60,000
累計\267,000

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

