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第 10号 ３２１5回例会 ２０２2年 1月 27日（木） 

 

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

水村雅啓ガバナー公式訪問例会開催   
国際ロータリー第 2570 地区ガバナー公式訪問   於;繫田醤油 西山壮 

＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570地区ガバナー    入間ロータリークラブ  水 村 雅 啓 様 

第 3グループガバナー補佐 飯能ロータリークラブ 和泉由紀 夫 様    

第 2570地区幹事 入間ロータリークラブ   忽 滑 谷 明 様 
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コロナウイルス感染

症の影響で公式訪問は

延期が続き、やっと本

日の入間クラブですべ

て終わることができま

す。公式訪問で各クラ

ブを訪問させていただ

き、同じロータリーで

もそれぞれ風土、文化の違いがあってとて

もよい経験となりました。 

入間クラブは、1959年に創立された地区

内では 3 番目に古いクラブです。私で 3 人

目のガバナー輩出となります。最初のガバ

ナーは繁田正一さんです。1973-74年（昭和

48-49年）のガバナーです。埼玉と千葉が一

緒の地区でしたが、この年分かれて埼玉が

一つの地区になった年です。県内すべてが

テリトリーで公式訪問も大変だったと思い

ます。私が入会当時もお元気でクラブのご

意見番として活躍されていました。古い会

員には怖い方だったようですが、私たち若

い会員にはとてもやさしく気軽に声をかけ

てくださいました。二人目のガバナーは

2007-08年の石川嘉彦さんです。私は、2006-

07年クラブ会長でしたので、ガバナーエレ

クトの石川さんと一緒に準備活動をさせて

いただきました。 

私は、1993（平成 5）年に入会し、在籍 29

年となりますが、折々に想い出になる年度

があります。特に増強委員長、プログラム

委員長を一緒に兼務した年度は大変忙しか

ったですが充実して楽しかったことを思い

出します。また、IM実行委員長を務めたと

きも本気で飛び回りました。いずれも平岡

達也さんが会長、ガバナーエレクトだった

のも因縁だと思っています。振り返ると、

入会したての頃は普段話をすることもでき

ない先輩たちに可愛がられ、中堅となって

同世代と共にクラブを引っ張り、今は若い

世代の人たちが頑張ってくれています。ロ

ータリーは人を成長させながら、世代をつ

なぎ発展していくところだとつくづく思い

ます。 

すでに次年度のテーマが発表となり、今

年度の RI テーマや当地区の方針をお話す

るのはいまさらという感もありますが、公

式訪問の使命でありますので、国際協議会

でのシェカール・メータ会長のスピーチの

お話をします。 

今年度の国際協議会は、残念ながらフロ

リダ州オーランドでの開催は中止となり、

バーチャルでの開催となりました。2月 1日

から 10日間の研修でパソコンを前に一日 2

回の会議と分科会が行われました。大変疲

れましたが、印象に残る研修でした。 

2021-22年度 RIシェカール・メータ会長

はインド出身で、自身が多くの奉仕プロジ

ェクトに参加し、その結果、多くの人の人

生が豊かになるのを目の当たりにして、自

分よりも先に人のことを考える心構えが重

要だと気付きました。そして、会長テーマ

を「奉仕しよう みんなの人生を豊かにす

るために」としました。 

メータ会長のスピーチの中で、２点お話

します。一つは、「each one, bring one」

です。各ロータリアンが新会員一人を入会

させようというものです。そして世界の会

員 120万人を 130万にしようと訴えました。 

二つ目は、ロータリー奉仕デーです。二つ

以上のロータリークラブによって計画し、

参加者の 25％以上がロータリアンではない

方、そしてロータリーの７つの重点分野の

いずれかに合致していることなどの必要が

あります。当地区では現在 11のロータリー

奉仕デーが行われ、参加クラブも 37クラブ

です。日本 34地区の中でも多くの事業を行

■■■ガ バ ナ ー 公 式 訪 問 卓 話■■■ 

国際ロータリー第２５７０地区       ガバナー  水村 雅啓 様 
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っている地区となっています。 

さて、本年度私の地区方針についてお話

します。地区のスローガンを「もっと夢を 

もっと奉仕を」としました。「もっと夢を」

は、ロータリーを学習して、未来のあるべ

きクラブの姿を描こうというものです。「も

っと奉仕を」は、その描いた姿・夢を実現に

向けて奉仕プロジェクトを実践しようとい

うことです。そのための目標として、４つ

の柱を掲げました。 

 

・活力ある地区・クラブを作ろう 

  魅力ある楽しい例会を心がけ、同時

に会員の増強し、各世代が揃ったクラ

ブづくりをお願いします。メータ会長

の方針を受けて、当地区では、クラブ 2

名の純増を目標とします。ご協力お願

いします。 

・研修の実施でもっとロータリーを知ろう 

   ロータリーの標語「入りて学び 出

でて奉仕せよ」を実践しましょう。コロ

ナの影響で活動が制限されている時だ

からこそ、皆で学びましょう。地区の委

員会を活用してください。いつでも卓

話に伺います。 

・多様な奉仕プロジェクトを行おう 

 今年度は、「ロータリー奉仕デー」の

実施に向け取り組みをお願いします。 

・将来のリーダーを育成しよう 

   ロータリーを学ぶ中で、クラブのリ

ーダーを育ててください。そして、地区

の役員にもなっていただき今後 50 年、

100 年と続くロータリーの人づくりを

お願いします。 

 

最後に、ロータリーは、先人の人生から

多くを学び、次世代へそれを伝えていくこ

とで、ロータリアンもクラブも成長してい

くものだと思います。我が入間クラブも世

代を繋ぎ、ますます発展し、魅力あるクラ

ブであり続けるよう精進していきましょう。 

第 3Gガバナー補佐 和泉由紀 夫  

私はロータリーに入

会して 16 年です。ポー

ルハリスの「寛容の精神」 

シェルドンの「自分の職

業を通じて社会貢献」こ

れがあってこそのロー

タリーだと思っていま

す。ロータリアンとして自分の為ではなく

みんなのことを考えてこれからも徹底して

やって参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会 3 年未満の会員の皆さんと! 

 公式訪問、本日すべて終了しました。 

 

水村ガバナ

ーの公式訪問

ですので、飛ん

で参りました。

世界でも資本

主義の精神が

見直され儲け

るだけではな

い、新しい資本主義にロータリの果たす役

割が国際社会でもクローズアップされてい

ます。これからもよろしくお願い致します。 

大塚拓会員 
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🌸会長の時間🌸 吉沢誠十会長 
本日はガバナー公式

訪問例会です。コロナの

関係により通常の公式

訪問例会とは違う形で

すがガバナーを心から

歓迎いたしましょう。会

場も少しだけ飾りつけ

をして雰囲気を変えて

みました。本年度のガバナーは当クラブ輩

出の水村ガバナーですのでこの例会が

2570 地区最後の公式訪問例会になります。

ガバナーたいへんお疲れ様でした。思う存

分今のお気持ちを卓話で話して頂きましょ

う。水村ガバナーは当クラブ 3 人目のガバ

ナーです。1973 年（昭和 48 年）今から 49

年前に繁田正一様、2007 年（平成 19 年）

今から 15 年前に石川嘉彦様がガバナーを

務めて頂いております。 

少し時間を頂き、今日は別紙の通り歴代

2570 地区のガバナーの資料を作ってみま

したのでお話をさせて頂きます。発刊され

ている「地区のあゆみ」では対象地域が東

京・千葉・埼玉・沖縄であった 358 地区か

ら、千葉・埼玉を対象地域とし名称も 357

地区に変更になった 1967 年（昭和 42 年）

年を 2570 地区の始めと考えているようで

す。その後 1973 年（昭和 48 年）繁田正一

ガバナーの時に対象地域が埼玉だけとなり、

1977 年（昭和 52 年）に名称が 257 地区に

変更され、1989 年（平成元年）に現在の名

称 2570 地区となっております。52 人いる

ガバナーの内、埼玉県出身は 41 名で川越ク

ラブが 6 名と一番多く、その次は本庄クラ

ブの 5 名、熊谷クラブの 4 名、その後入間・

所沢クラブの 3 名と続いております。グル

ープでは第 1 グループが 11 名とトップで

第 2 グループの 4 名が最少になっておりま

す。第 3 グループは 3 つのクラブからしか

輩出されていないのが少し寂しい気がしま

す。この資料が今後このメンバーの中でガ

バナーになりたい方、またはなられる方の

参考になれば幸いです。 

＜幹事報告＞ 馬路宏樹幹事 

過日持ち回り理事会が行

われ、埼玉県にまん延防止

等重点措置が発令され、感

染者数が再拡大している状

況を鑑み、2月の例会を中止

とする事が承認。このよう

な状況ですが、理事各位においては 2 月 3

日 17 時より理事会を開催いたしますので

ご参集の程宜しくお願いします。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 一柳達朗ＳＡＡ 

 水村ガバナー、和泉ガバナー補佐よう

こそ入間クラブへ 本日はよろしくお

願いいたします。 

「吉沢誠十君、馬路宏樹君、豊田義継君、

一柳達朗君、細淵克則君、繁田光君、 

関谷永久君、荒井正武君、杉田宏充君、

晝間和弘君、白幡英悟君、細田浩司君、 

後藤健君」 

 古希のお祝いありがとうございます。

後半のガバナー年度もよろしくお願い

いたします。    「水村雅啓君」 

 ガバナー訪問お疲れさまでした。あと

５か月頑張りましょう。「忽滑谷明君」 

本日\20,000 累計\345,000 

 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま Vol.262 

② RI第 2570地区「イマジンロータリー」 

③ RI 第 2570 地区ロータリー財団委員会勉

強会のご案内 

④ 3/27地区大会出欠表 

⑤ 3/18地区大会記念ゴルフコンペ出欠表 

⑥ 相原年度月信 13号の掲載について 

⑦ 12/16クリスマス会会計報告 

⑧ 米山記念寄付確定申告用領収表 

⑨ 危機管理ガイド 2021－2022年度 

⑩ 他のロータリー例会変更のお知らせ 

⑪ 入間クラブ週報 9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 Fax.04-2965-5788 

■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 


