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🌸会長の時間🌸吉沢誠十会長 
今日の会長の時間は第

15 代会長鈴木一男様と第

16 代会長井ヶ田三男様を

ご紹介致します。第14代

会長鈴木一男様は大正 5

年 3月 17日生まれで会長

在籍年は昭和 48 年～昭和 49 年です。57 歳

の時です。所属会社名は名簿では「鈴木商

事㈱」で職種はアパート経営となっており

ます。鈴木様は現在の JAいるま野農業協同

組合に合併する前の入間市農業協同組合の

組合長をされております。また入間ケーブ

ルテレビの役員でもありました。ロータリ

ーでは鈴木様の会長の年は繁田正一様がガ

バナーで新装間もない入間市民会館で地区

大会が執り行われました。その頃の思い出

を記念誌に書かれております。会長年度の

前年に突然千葉、埼玉を対象とした 357 地

区が埼玉を 357 地区、千葉を 349 地区に編

成することになり、RC 創立順であれば川口

RC からガバナーを輩出するのが至当であっ

たが川口 RC の内部事情で入間 RC に話が来

た。川口 RCに再度お願いしたが結局年が改

まって繁田様がノミニーを引き受けること

になった。これは自分の会長時に地区大会

を主催しなければならないことであり、自

分の中では大問題であったと書かれており

ます。当時の会員数は 51名で主な行事と活

動としては昭和 48 年 10 月に年次大会につ

いて奥様協議会開催、9 月年次大会にそな

えて第 356 地区の大会（水上温泉）を家族

会と兼ねて見学、11月 17・18日第 357地区

初の年次大会を入間市民会館で開催、昭和

48 年１月交換留学生オーストラリアのペー

ター嬢受入れとあります。 

 

第 15代会長井ヶ田三男様は大正 7年 6月

22日生まれで会長在籍年は昭和 49年～昭和

50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「明治堂印刷㈱」

です。所在地は今と同じ 16号の河原町の交

差点の所です。明治堂印刷様は大正 7 年に

三男様のお父様が創業され現在はお孫様に

当たる 4 代目の方が経営をされております。

三男様自身は飯能出身でお婿様だそうです。

昭和 43 年 12 月から入間市の教育委員にな

られ昭和 48年 2月から 1カ月間また、昭和

56 年 3 月から昭和 63 年 12 月までの 7 年間

教育委員長としてもご活躍されております。

ロータリーでは会長時に 15周年の記念事業

を行いました。昭和 49年 12月 12日午前中

に入間市に対して市民憲章の碑の贈呈を市

役所庁舎前庭にて行い、午後は市民会館に

て記念式典、その後敬老演芸会を市内の御

老人 800 人を招いて行いました。行事をや

る際は前年の繁田ガバナーの就任に伴い、

全会員の心が一点に集中され非常にまとま

りのある年度であったとの記念誌に書かれ

ております。当時の会員数は 54名で主な行

事と活動としては、昭和 49年 9月交換学生

杉山雄一君のホストファミリーのオースト

ラリアオーバリー西 RCのピーター・ハドウ

氏ご一家来訪、昭和 50年 1月オーストラリ

アグリーンウッド RC交換学生ミッシェルジ

ョン・マッカーシ君来日受入れ、6 月親睦

家族会、明治座観劇後椿山荘にて懇親会 67

名参加とあります。 
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｢地区の現状について」水村雅啓ガバナー 

ガバナーとしての仕事が多

く例会に出れず、地区大会の

お礼を申し上げておりません

でした。皆さんのご協力によ

り盛大に地区大会が終わるこ

とができ感謝いたします。 

今日は次年度の地区運営について少しお

話させていただきます。 

「今後のクラブ運営について」 

コロナ後の会場・食事・時間等アンケート 

「アンケート結果」 

1 例会について（食事について） 

・食事が出来る様になるのはコロナが完全

に終息しマスクが取れる様になってから。 

・たまには食事があった方が良い。 

・食事の時間は会員の交流の場でもあった

ので可能ならあった方がいいが、コロナ

禍では仕方がない 

・疾病予防を標榜している団体として集団

での会食の危険性を冒してまで食事の提

供をすることはないと考える。余った食

事費を自治体等に寄付しては。 

（回数について） 

・月 2回、夜間が良い。 

・毎週だと近年 2回なので辛い。 

・毎週しないと例会と言う感じがしない。 

（その他） 

・夜間例会は仕事の関係で出席しずらい。 

・「会長の時間」はロータリーに関する考

えや行動等を話して頂きたい。 

（出席率向上について） 

・たまには昼の例会があるといい。 

・昼の食事なし例会があれば良い。 

・コロナ感染が収まるのを待つしかない。 

・興味を持てる卓話が必要。  

・食事はないことが影響しているかも。 

・コロナ感染のリスクを考えると欠席する

のは仕方がない。無理をすると退会につ

ながる恐れがある 

・次年度会長の実際の出席率にする賛成。 

・コロナ対応をしているのでコロナが理由

なら参加を促すべきではないか。 

・例会の更なる充実。 

・コロナにより出席率が上がらないのは仕

方がない。 

・食事をして多少の情報交換があり、また

研修があると良いのでは。 

・三役が先頭に立って活動を推し進めるこ

とに期待する。 

2 地区との関係について 

・地区には出きるだけ出向して頂き活動し

た方が良い。それを入間クラブの奉仕活

動に役立てる。 

・出向者が多いことはいいことだと思う。 

・一部の方にお願いしている感じがある。 

・興味がある会員が積極的に参加すること

は良いが、強制されて参加することで退

会につながらない様慎重な判断が必要。 

・個人の判断で良い。 

・地区の活動報告を定期的に行って頂きた

い。出向は良いことだと思う。 

・地区は RIとのパイプ役であり他クラブと

の接点でもありますのでおおいに参加し

てもらいたい。 

3 会員増強について 

・まずは例会の充実。 

・三役のやる気。 

・コロナ対策の中でロータリーの出来る事

業を行うことで可能性が出てくるのでは

ないか。 

・若い会員が中心となること。 

・金融機関等の支店長様勧誘。 

・商工会、工業会、金融機関からの紹介。 

・頭打ちの感があり。会員の繋がり、仕事

上、友人、取引先。 

・候補者が本当に会員としてふさわしいか

どうか、何十年も一緒にいられるかどう

かよく考えて誘わないと１人増やして 2

人退会するような事態が発生するのでは

ないか。各会員が会員としてふさわしい

言動や行動をとることでどうしても仲間

になりたいと思ってもらえるよう努力し、

年度ごとの人数にとらわれず時間をかけ

て増していく方が良いのではないか。 

・若い人や女性会員を増やしたい。 

・複数の候補者にアプローチをしていく。 

・コロナが終息し会合が増えれば増強でき

るのではないか。 

4 その他 

・月 2 回の例会なので多くの会員の皆様の

出席をお願いします。 

・出席率を実質的にすることは良いことだ

と思います。会員数が少し少ないのと、

若い方が入会しないのが残念です。 
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「万燈まつりについて」木下登実行委員長 
３月 18 日に第 1 回、5 月 16

日第 2 回の実行委員会に出席し

てまいりました。第 42 回入間

万燈まつりを 10 月 22 日に開催

するにあたり、新型コロナウイ

ルス感染症対策 9項目(下記)あ

る規制を掛けて遣るか遣らないか回答すること

になりましたので採決を取らせていただきます。 

① 入退場ゲートを設け、まつり会場をクロー

ズ空間にする。 

② 高性能自動検温器のレンタル(立ち止まらず

に検温可能なもの)  

③ 消毒液の設置(各入退場ゲート、施設出入口 

他)  

④ COCOA(接触確認アプリ)のインストールを前

提とする(事前周知+会場看板+入口での呼び

かけ) :  

⑤ 3COCOAをインストールできない人用に入場

ゲートに申告用紙を設置  

⑥ 飲食エリアを設け、ディスタンスの確保、

消独、大声禁止 の呼びかけを徹底する。

（埼玉県「新しい生活様式」安心 宣言飲食

店 ＋ を参考に対策をこうじる)  

⑦ 詰所での飲食は「6飲食エリア」と同等の

対策ができる場合のみ許可する。 

⑧ 会場内で密が発生した場合、放送で退場を

促す。また、入場制限をかける。  

⑨ 飲酒、酒の販売、酒の持込は禁止とする。 

 

皆さんの賛否により以上このような規制では

入間ロータリークラブとしては万燈まつりには

今年度は参加しないと決定させていただきます。

投票用紙を実行委員会に回答しておきます。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大による内

容変更・中止判断時期は基本的には計画どおり

まつりを開催するが、新型コロナウイルスの感

染者数や社会の動向により最終的な実施の可否

は 9月下旬(4週前)または 10月上旬(3 週前)に

開催予定の実行委員会で決定するとの事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 一柳達朗ＳＡＡ 

 本日のクラブ協議会宜しくお願いします。 

「吉沢誠十君、馬路宏樹君、豊田義継君、 

一柳達朗君」 

 前回の例会はご迷惑おかけしました。 

「吉沢誠十君」 

 コーチをしている少年野球チームの高学

年が武蔵野市の春季大会で惜しくも凖

優勝しました。逆転サヨナラランニン

グホームランを打たれ悔しいです。 

「一柳達朗君」 

本日\7,000 累計\514,000 

 

■回覧、配布物 

① RI 第 2570 地区より次年度に向けてのご

意見のお願い 

② 大和ハウス新築工事着工のご挨拶 

③ 入間市交通安全対策協議会定期総会資料 

④ ハイライトよねやま Vol.266 

⑤ 6月 30日最終例会出欠表 

⑥ 他ロータリークラブ週報&お知らせ 

⑦ 入間クラブ週報 15号 
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