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＜ビジター・ゲスト＞

入 間 市 長

杉島

理一郎

日新型コロナの感染拡大が顕著となり、ロ
ータリー活動の先行に不安が出て来ていま
す。今後におきましては皆様と十分な話し
合いのもと慎重な運営を行っていきたいと
思いますのであと半年間、馬路幹事ともど
もどうぞよろしくお願いいたします。さて
今年の干支は壬寅です。干支とは「陰陽五
行説」と言う中国の古い思想をベースに「十
干（じっかん）」と「十二支」が組み合わさ
った暦で 60 通りあるとのことです。また今
年は十二支が「寅」で九星気学が「五黄土
星」にあたり 36 年に一度の「五黄の寅」年
とのことです。九星気学とは中国で生まれ
た古い占術です。五黄土星は九星気学では
最強の運勢と言われ、十二支で最も強い運
勢である寅年と重なる「五黄の寅」年生ま
れの方はとても強い運勢をもっているとの
ことです。近年の「五黄の寅」年生まれの方
の年と年齢は大正 3 年 108 才、昭和 25 年 72
才、昭和 61 年 36 才です。
さて今日は歴代 63 人の会長の干支を調
べてみましたので少しの時間を頂きお話を
させて頂きます。お配りした資料にある様
にまんべんなく各干支の方が会長を務めて
おられます。これは常に色々な世代の方が
会員として入会されているという結果だと
思います。60 年以上続いているクラブの証
ですね。もう少し特徴的な傾向がみられる
のかと思いましたが平凡なものでした。強
いて言えば「申」年と「戌」年の方が少ない
です。あわせて会長在籍時の年齢を調べて
みましたが 55 才～70 才が 70％以上になっ
ていました。以上、今年も皆様にとって良
い年になることを心よりお祈り申し上げ、
会長の時間とさせて頂きます。

様

米山記念奨学生
ブサル･リラ バルラブ様
フロリダ大学と横浜国大
から合格通知があり、東北
大からは２月 24 日に結果が
来ます。皆様のお陰で博士
課程に進むことができまし
た。これからも日本語を学
び頑張っていきます
＜今月のお祝い＞
水村雅啓君
会員誕生日 吉沢誠十君
宮崎正文君
夫人誕生日 大塚珠代様
結婚記念日 山岸義弘君

宮寺成人君
齋藤栄作君
新井格君
後藤美智子様

古稀のお祝い

宮寺成人会員
平均寿命まであと 10 年
となり、インパクトが大き
かったです。生きている内
はお付き合いよろしくお
願いします。

🌸会長の時間🌸
吉沢誠十会長
皆様新年あけましてお
めでとうございます。皆様
のご協力により新年を迎
えられました事に心より
感謝いたします。昨年 12 月
には２年ぶりに会員同士の懇親の場として
クリスマス例会が出来ました事は本当に良
かったと思います。ただ残念ながらここ数
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■■■ 講 師 卓
『年頭所感』

い地域の皆様が、バスを利用して気軽に楽
しく出かける機会を増やす取り組みです。
まだ実証実験ですが進めていきます。
次に、青梅インターの入間市側に産業団
地を作る議決を頂きました。併せて入間市
駅の保有地を UR さんと一緒に進めていき
ます。又、入間市には官僚の研修所があり
ますので、今年は約 90 人を７回受け入れ、
入間市の企業訪問や現場を見てもらい、未
来に向けた投資に繋がると思っています。
私の今年の目標は色々な意見を聞いて即
断即決で遣っていこうと思っておりますの
で、ご指導よろしくお願い致します。

話 ■■■

入間市長 杉島 理一郎 様
昨年中 は殆 んど コロ ナ
の一年でした。入間市でも
何とかワクチン接種を 86%
の市民の皆様が 打ち終わ
ることができました。子ど
もたちの感染も増えてい
て予断を許さない段階で
す。65 歳以上の方たち(51,441 名)に 2 月 3
月で接種しなくてはいけないのですが、こ
こで 12 歳以下の接種も始まる予定です。約
8,000 人の子どもたちに集団接種を考えて
いたのですが、小児科のクリニックは３つ
しかなく医師会とご相談して進めています。
５波が終わり６波に向けて今、ワクチン
を待っている状態ですので市民の皆様には
少しお待ち頂けるとありがたいと思ってい
ます。PCR 検査対象の拡充を武蔵臨床さん
のご協力の元行い、合わせて抗原検査薬を
12 歳以下の子どもたちに配りたいと思って
います。又、SDGs に反すると考え、安倍の
マスクの活用に入間市として 47,400 枚を
国に申請したことをご報告します。
就任から一年が過ぎ激動のコロナ禍の中
今年は進化の年にしたいと考え、国の脱炭
素運動に手をあげて 5 年計画で進めていき
ます。市の庁用車を電機自動車に又、電力
も再生可能の電力に切り替え、環境未来都
市を目指して取り組んでいます。
もう一つは、誰ひとり取り残さない社会
を築くため、SDGs 達成に向けた観点を市政
に明確に位置付け、様々な行政計画や活動
に反映させることでその理念の浸透を図る
とともに、官民による SDGｓ未来都市に申
請予定です。
今年は開港の年に位置付け、来年度から
総務省とデジタル省に職員を派遣しする内
定が決まり、併せて経産省と県から職員課
長クラスを招いてお招きして外の息吹をド
ンドン入れて行こうと考えています。又、
官民連携を進めて行こうと思い、入間フュ
ーチャーデザインガローとなずけた部署を
作りました。その一つとしての「ＡＳＯＶ
Ｏ」は入間市、小林病院、埼玉医大、アイシ
ン等と提携して、交通手段がなく外出し難

＜幹事報告＞

馬路宏樹幹事

＜協議事項＞
1.令和 4 年 2,3 月のプログラムについて
①2/3 会員卓話。
②2/17 イニシエーションスピーチ
③2/27 第３グループ IM
④3/3 ロータリー美術館
⑤3/17 地区大会準備例会
3 月 26～27 日地区大会（※コロナの感
染状況で例会内容の変更あり）
2.クリスマス例会会計報告 承認
＜報告・予定＞
1.1/23 社会奉仕セミナー
晝間会員
2.1/27 ガバナー公式訪問
※別紙参照
3.1/30 職業奉仕セミナー
晝間会員
4.2/10 第３グループ会長幹事会
吉沢会長、馬路幹事
5.2/27 第３グループ IM 於ヘリテイジ飯能
6.3/8 地区大会記念チャリティーゴルフ
7.1/19 入間市青年会議所賀詞交歓会
吉沢会長
8.1/20 国際交流協会理事会
滝沢会員
9.2/23 入間市ゴルフ協会ゴルフコンペ
10.１月のロータリーレート 115 円
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＜地区大会実行委員会＞

＜ニコニコＢＯＸ＞
一柳達朗ＳＡＡ
あけましておめでとうございます。杉島

公共イメージ委員会
細田浩司委員長
地区大会で「街で見かけたロータリー」
の写真を掲示いたします。２月 28 日が締め
切りとなっています。応募お待ちしていま
すのでご協力よろしくお願いします。

市長ようこそ入間クラブへ卓話宜しく
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、細田浩司君、繁田光君、
吉永章子君、田中快枝君、関谷永久君、
菅野茂実君、間野尚君、晝間和弘君、
吉岡信人君、金田晋君、寺井裕昭君」
昨年のクリスマス会とても楽しかった
です。「奥田ひろ子君」
本日\58,000
累計\325,000

地区大会ゴルフ大会
繁田光委員長
役割分担として実行委員
長を仰せつかっています。
本日募集の紙が回っていま
すのでご承知置きでしょう
が是非、多くの方の参加宜
しくお願い致します。２月
15 日が締め切りとなっています。その後、
参加賞や組み合わせを考えますので、皆さ
んのお知恵をお願い致します。

■回覧、配布物
① ガバナー月信 1 月号
② ガバナー月信地区決算報告・増刊号
③ ロータリーの友 1 月号
④ 2/27IM「夢は大きく」案内と出欠表
⑤ 12/16 クリスマス家族例会出欠表
⑥ 2/27 入間市ゴルフゴルフコンペご案内
⑦ 2021～2022 年度 16 回ライラ開催中止
⑧ 国際大会地区主催ツアー中止お知らせ
⑨ ロータリー奉仕デー実施のお願い
⑩ ハイライトよねやま Vol.261
⑪ 相原年度決算報告書
⑫ アンコールワット会報第 120 号
⑬ 西武ゆうえんち団体利用のご提案

国際大会地区主催
関谷永久会員
６月にヒューストンにて
国際大会が予定されていま
すが、先日、地区としては参
加しないと決まりました。
個人としての参加は構わな
いと連絡を貰いました。

⑭ 他クラブ週報＆例会のお知らせ等
⑮ フォトコンテストポスター
⑯ 年賀状(ヤマトウ・オクトン・永任会)
⑰ 入間クラブ週報 7,8 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

