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＜今月のお祝い＞ 

 

🌸会長の時間🌸 吉沢誠十会長 
今日の会長の時間は第 11

代会長と第 12 代会長をご

紹介致します。 

第 11 代会長本橋司三郎

様は明治 36 年 5 月 29 日生

まれで会長在籍年は昭和 44

年～昭和 45年です。66歳の時です。チャー

ターメンバーです。所属会社名は「三ヶ島

製作所」です。司三郎様は現在の三ケ島製

作所の社長の荻野敏行様の叔父に当たる方

です。ご出身は宮寺小近くの交差点にある

本橋商会さんです。本橋商会さんはもとも

と自転車屋さんで結婚を期に技術屋さんで

あった司三郎様が三ケ島制作所さんに入社

され今の三ケ島製作所さんの礎を創られた

方だそうです。性格はお温厚で物事をじっ

と考える方だったそうです。ロータリーで

は前年度の 6 月に会長エレクトであった平

岡歓五郎様が急病となり急遽行われた理事

会で次期会長に指名され会長に就任したと

のことです。またその年は入間 RC10周年に

当たる年で記念式典があり例年より行事が

多かったこと、また千葉市で行われた地区

大会には幹事と共に 3 日間泊まり込みで行

事に参加したと記念誌に書かれております。

ただ皆様のご協力と健康に恵まれ 50 回の

ホームクラブ例会は一度も休むことなく出

席出来たことは幸せであったともあります。

当時の会員数は 40 名で主な行事と活動と

しては昭和 45 年に入間・狭山・飯能 RC 合

同新年会をホストクラブとして飯能東雲亭

で行っております。また先程お話した 10周

年記念式典並びに祝宴をプレイ・ヒルで行

い 80 名の方が参加したとなっております。 

第 12 代会長水村仁平様は大正 3 年 12 月

27 日生まれで会長在籍年は昭和 46 年～昭

和 47 年です。当時 56 歳です。チャーター

メンバーです。所属会社名は「亀屋洋服店」

です。生家は現在の JAいるま野黒須支店の

所です。実家は幕末から旅籠屋と機屋を営

んでいた大きな家でした。豊岡尋常高等小

学校を卒業し、父親の手に職を付けること

が大事との教えで都内の 3 つの洋服店で働

き開業を目指しましたが、戦争の影響で開

業をあきらめ戸田市、太田市などの軍需工

場で働きました。体が弱く徴兵はされなか

ったそうです。その後昭和 20年に現在の入

間基地に米軍が駐留し、そこで洋服屋が必

要とのことで入間に戻り働き始め翌 21 年

に黒須に洋服店を開業しました。昭和 37年

そのお店を売却、所沢の星の宮に新店舗を

建設し移転しました。お店は昭和 51年の入

間市長当選を期に専務に引継ぎました。昭

和 27 年には入間西部洋服工技能者養成所

を設立するなど後進の育成にも努められま

した。昭和 26年には豊岡町議会議員に初当

選し、昭和 44年まで議員をされております。

会長就任はその２年後と言うことになりま

す。昭和 48年に入間市民会館で行われた地

区大会で幹事長をつとめ熱心にやりすぎて
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病気になったとあります。平成 5 年に勲三

等瑞宝章を受章されております。当時の会

員数は 41名で主な行事と活動としては、昭

和 45 年の敬老の日にお年寄りを慰問し座

椅子と銘菓を贈呈、同年スコットランド 101

地区研究グループ交換員 6 名の受入れ。昭

和 46 年のシドニー国際大会には 6 名が参

加とあります。 

 

＜幹事報告＞ 馬路宏樹幹事 

＜協議事項＞ 

1.４月・５月・６月のプログラム  

・4/21金田・寺井会員イニシエーション

スピーチ 

・5/12.26クラブ協議会 

・6/2ロータリー美術館 

・6/16各委員長･五大奉仕委員長･会長･幹

事・SAA挨拶 

・6/30最終例会懇親会 

※新旧理事会 5月 11日(水)18：00西山

荘ホールにて開催予定。 

2.入間市ゴルフ協会年会費 10,000円  

＜報告・予定＞ 

① 4/9(土)ロータリー財団委員会勉強会 

② 4/19(火)入間 RC入間南 RC合同コンペ  

③ 4/21(木)第二回第 3Ｇ会長・幹事会 

④ 4/23(土)ディスカッションリーダー要

請セミナー(国立女性教育会館） 

⑤ 4/23(土)ポールハリスソサエティ認証

式（札幌） 

⑥ 5/7(土)地区研修・協議会 

(13：30ウエスタ川越） 

＜その他＞ 

・4/20(木)入間市国際交流協会理事会 

・6/9(木)入間市ゴルフ協会大会  

・4月のロータリーレートは 1ドル 122円 

●委員長報告 

[クラブ奉仕委員会] 木下登委員長 

先日の地区大会には皆様のご協力いただ

きありがとうございました。 3月 18日に

万燈まつり実行委員会があり、回答率 95％

のアンケートの結果で開催賛成 49%でした

が、まだ開催できるか決まっていません。 

[会報雑誌委員会] 金井祐一委員長 

いつもと同じですか、指定記事をご覧に

なってください。よろしくお願いします。 

 

■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 
「現状を踏まえて」   大塚 拓 会員 

衆議院安全保障委員長と

して今現在の国際秩序、欧

米との足並み、日本のアジ

アに於ける役割等をわかり

易くお話し頂き、会員の皆

様と理解を深めました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 一柳達朗ＳＡＡ 

 本日の例会宜しくお願いいたします。大

塚会員卓話楽しみにしています。 

「吉沢誠十君、馬路宏樹君、豊田義継君、 

一柳達朗君、繁田光君、関谷永久君、 

木下登君」 

 先日の地区大会記念ゴルフにて団体･個

人共に優勝しました 

「滝沢文夫君」 

 ◎私の孫、岩崎鷹一郎が第 2570 地区の

交換学生に選出いただく事ができまし

た。今後何かとクラブの皆様のお世話に

なりますが宜しくお願いいたします。 

  ◎この度の地区大会が盛大に終了され

こと、誠におめでとうございます。 

 「岩崎茂君」 

本日\63,000 累計\476,000 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 4月号 

② ロータリーの友 4月号 

③ 米山梅吉記念館 館報 

④ 米山記念奨学生文集 14 

⑤ 米山梅吉記念館賛助会員募集 

⑥ 6/9入間市ゴルフ協会第 32回ご案内 

⑦ 子どもの貧困問題の奉仕･行動のお願い 

⑧ 5/6第 7回日台ロータリー親善会議 

⑨ 他クラブ週報＆例会のお知らせ等 

⑩ 入間クラブ週報 11,12号 

⑪ 映画ラストサマーウォーズ協賛 
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