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＜ビジター・ゲスト＞ 

飯能ロータリークラブ 会長 高橋 弘 様 

この 1 年間、入間 RC の皆さ

んには大変お世話になりまし

た。コロナ禍の中で IMを開催

させていただまきました。

YouTube 配信ということでし

たが、全員ご登録をいただき

感謝いたします。 

私は実は、入間市 15年住んで飯能に移っ

てからはもう既に 10数年でございます。 

特に今、飯能 RCは会員が急激に増え、そう

いったこと自体は、良いことなんですが、

そこを今度どの様に維持していくかといっ

たような事が少し課題になっています。 

私は鉄道マニアでございます。実は今回、

西武鉄道が初めての試みとして、大発想転

換をされ JR東日本から中古ですけれども、

新性能の車両を購入することが発表されし

た。鉄道マニアの間では大変な話題です。

従来の発想からは全く考えられないことで

す。これは実は SDGsとの考え方と非常に適

合的であって、その結果どういうことが起

こるかと言いますと、西武鉄道再上場に際

し、ESG 投資の大きな原動力になる可能性

があるんのではないかと言われてます。 

今後のロータリークラブを考えたとき、

こういう新しい発想転換が求められる時代

になって来ているのかなと思います。 

1 年間、会長を務めさせていただき又、

地区では水村さんには大変お世話になりま

した。今後は夜の街での親交をさらに深め

させていただければと思います。 

 

 

 

🌸会長の時間🌸吉沢誠十会長 
今日の会長の時間は第

19 代会長関谷浩様と第 20

代会長中村六郎様をご紹

介致します。 

第 19 代会長関谷浩様は

大正 4 年 3 月 7 日生まれで

会長在籍年は昭和 52 年～昭和 53 年です。

62 歳の時です。所属会社名は「関谷歯科医

院」です。今のサイオスさんのビルの裏手

に住居と歯科医院がありました。私には同

級生がいて大勢の患者さんがいる急な階段

がある木造の建物に行った記憶があります。

会長当時の思い出として「長い伝統を持つ

当クラブとして近隣クラブの師表たらんと

すれば会長としての責任感と緊張感で目も

血走っていた」またガバナー訪問例会にお

いては「一挙手一投足にも最新の心配りが

要求される様で落ち着かない」とあり、誠

実なお人柄が感じられます。５月 14日に国

立代々木競技場で行われた国際ロータリー

東京大会に 59名の会員が出席し異様ともい

える国際色の興奮を肌で感じたとあります。

当時の会員数は 56名で主な行事と活動とし

ては、地区の番号が 357 地区から 257 地区

に変更された、昭和 53 年 4 月家族会で奥多

摩の吉川英治記念館・玉堂美術館見学後奥

多摩フィッシングセンターにて鱒釣り・懇

親会、同年 5 月 RC・LC・JC で懇親会開

催、世界大会参加後は新宿「かに道楽」で

家族親睦会、またロータリー美術館の記事

が「友」や「埼玉新聞」取り上げられたと

あり入間クラブ独自の委員会活動が注目さ

れていたことが分かります。平成 2 年に入

間南クラブへ移籍され、平成 6 年にご逝去

されております。 
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第 20代会長中村六郎様は大正 15年 11月

17 日生まれで会長在籍年は昭和 53 年～昭

和 54 年です。当時 52 歳です。所属会社名

は「株式会社増田屋」で職種は酒類配布と

なっております。会社とご自宅は入間市駅

前にある現在の三菱 UFJ 銀行の裏手で、外

壁に大きく「増田屋」と書かれた倉庫が建

っていたのが記憶にあります。ゴルフがお

好きで私は 30年以上前に当時の埼玉銀行さ

んのゴルフ会でご一緒したことがあります。

フックボールを駆使したステディなゴルフ

をする方でした。霞ヶ関 CC と武蔵 CC の

会員で武蔵のハンデは 6 だった気がします。

入会時の思い出として繁田会員から「お前

は野球を知っているだろう、ところが野球

を知らない人が野球のテレビを見ても何が

面白いのかと言うだろう。ロータリーも同

じでロータリーを知らない人にロータリー

の良さは分からない」と言われ、渋々入会

したとあります。会長時のガバナー公式訪

問例会で平野ガバナーから和気あいあいの

盛り上がったクラブ協議会で感謝しますと

好評を得たともあります。当時の会員数は

57 名で主な行事と活動としては、昭和 53

年 7 月 NHK 主催の身障者チャリティーシ

ョーに協力し感謝状頂く、9 月家族親睦ボ

ーリング大会・富士ボウル、12 月クリスマ

ス家族会・ボルドー115 名参加、昭和 54 年

6 月ローマで行われた国際大会に 15 名参加、

とあります。 

 

＜幹事報告＞ 馬路宏樹幹事 
6月 13日ヘリテイジ飯

能に於いて第 3 グループ

現・新会長幹事会が開催

された。水村ガバナーの

下、和泉ガバナー補佐か

ら現会長・幹事に労いの

言葉が送られ、また、新

白井ガナバ―補佐からは新会長・幹事に来

年度に向けて抱負と激励があった。その後、

現・新会長幹事一堂に会して懇親が図られ

ました。 

 

 

 

 

 

＜５大奉仕委員長挨拶＞ 
■クラブ奉仕委員会 木下登委員長 

前半は、新型コロナウイ

ルス感染症蔓延防止等

で、例会中止によりクラ

ブの活動が、あまり出来

ませんでした。10 月後半

あたりから家族集会が行

われ、12 月にはクリスマス例会が会員と家

族の参加により盛大に行われ大変良かった

と思います。 

1 月頃からは、2570 地区水村ガバナーによ

る地区大会の準備打合せで、入間クラブメ

ンバー総意の下 3/26 川越プリンスホテル･

3/27ウエスタ川越で盛大に行われました。 

そして、今年の入間万燈まつりについて、

3/18 に第一回入間万燈まつり実行委員会が

行われ、第二回が 5/16に行われました。メ

ンバーの皆様には例会において、まつりを

開催するにあたり、規制の条件を説明し入

間クラブとしては、今年の入間万燈まつり

は見送りの一票を提出いたしました。6/30

の第三回実行委員会で開催か中止の結果が

出ます。いずれにしても、皆さんのご協力

宜しくお願いします。 

今年度の事業計画では、新会員 2 名（金田

さん、寺井さん）の増強目標が達成できた

ことが吉沢年度の事業計画として大変嬉し

く思っています。 

6 月 30 日には最終例会があります。大勢

の会員の参加で盛大に行われますことを期

待して報告といたします。一年間ご協力あ

りがとうございました。 

■社会奉仕委員会 吉岡信人委員 

本日は杉田委員長が欠席

のため代読させていただき

ます。社会奉仕委員会も他

の委員会同様、コロナの影

響により活動がしづらい状

況にありました。そのような状況の中、唯

一参加したのが、2021.7.18 東松山の紫雲

閣で行われた「社会奉仕セミナー」です。

当日は大変暑い日でしたが、晝間会員と一

緒に参加させて頂きました。 

水村ガバナーのご挨拶と伴に、クラブの

活動報告や奉仕の意味を聞くことができ、

大変有意義な一日でした。来年度以降の活

動に活かせればと思います。 
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■国際奉仕委員会 間野尚委員長 

メンバーは新井格委員、

金井委員、間野委員、の 3名

で活動いたしました。活動

方針は、グローバル補助金

の申請についてロータリー

財団委員会と協力する他、

地区奉仕プロジェクト推進に沿って活動し

ます。という内容でした。活動計画として、

ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付

の継続を行う、米山奨学生の支援及び育成

に努めます。を掲げスタートを切りました

が 1 年を通して委員会活動は 1 度も行えま

せんでした。しかしながら、国際ロータリ

ー第 2570 地区 2021～2022 年度の国際奉仕

委員会・ロータリー財団委員会合同セミナ

ーが昨年の 11月 28日(日曜日)13時～16時

で東松山市にあるガーデンホテル紫雲閣に

て開催、に出席をさせていただきました。

国際奉仕委員会・ロータリー財団委員会は

いま現在どの様な活動を行っているのかを

知ることができました。大変勉強になりま

した。一年間ありがとうございました。 

 

■青少年奉仕委員会 繁田光委員長 

青少年奉仕委員長の、

繁田光です。 

本年度は、ほとんど活動

できませんでした。大変

申し訳ございません。 

１年間、ありがとうご

ざいました。 

 

✿一柳達朗ＳＡＡ挨拶 

一年間を通して良かっ

た点と悪かった点をお話

ししたいと思います。 

2021 年 7 月から 2022 年

6 月まで SAA として毎回の

例会時に前に立ち、例会

が始まる前に着席を促す

アナウンス、そして例会開会の点鐘の案内、

ニコニコボックスの回収・発表など一年間

を通して一回も休まずに例会出席率 100％

出来た事が一番良かった点だと思います。 

SAA としてスタートし始めて初めの方の

例会で繁田会員から例会スタートのアナウ

ンスのやり方を指南していただいた事が今

でも昨日の事のように覚えています。どう

いった事かというと例会スタート時に SAA

がよく間違えるのが「定刻になりましたの

で、会長例会の点鐘をお願い致します」と

言いがち。これは間違いで、例会に関して

点鐘するのではなく開会の点鐘をするので

「定刻になりましたので会長開会の点鐘を

お願いします」だよ、と言ってくれたこと

です。以後、間違えない様にメモをファイ

ルに貼り付けました(笑)。 

ニコニコボックスに関しても、吉沢会長、

豊田エレクト、馬路幹事、SAAの一柳の 4人

は毎回 1,000 円ずつ頂き、寄付する事が出

来ました。その他お客様がお越しになった

際は、会員の皆さんにニコニコボックスの

お願いが出来て、それに対してお答えいた

だいた事が嬉しく思います。SAA として例

会終了時には片付けのお手伝いをすること

が出来ましたが、反省点としては、スター

ト準備のお手伝いが半分も出来なかった事

です。 

新型コロナウイルス感染症が始まって 3

年目に入りました。例会自体も毎週開催か

ら月 2 回に変わり、時間も昼間から夜間例

会になり場所も変わりました。自分自身と

しては夜間例会の方が時間的に調整しやす

いので良いと感じますが、全体的に例会出

席者が 1～2割減った気がします。イベント

等の企画はコロナが終わらないと計画立て

づらいですが、一日でも早く特効薬が出来

て世に出回る事、そしてマスク生活が終了

して皆さんとマスク無しで会話が出来るよ

うになったらまた出席者も増えてくると思

います。その様な日が来るのを待ち望んで

SAA としての挨拶を終わりたいと思います。

一年間ありがとうございました 

 

✿馬路宏樹幹事挨拶 
会長、会長エレクト、

SAA、会員の皆様のご協力

をいただき今年度 幹事を

務めさせて頂きました。大

変有難う御座いました。 

一昨年からコロナ禍で

は、家庭集会や親睦旅行などは行えず、ま

た、食事さえ一緒に摂る事ができない状況

でしたが、そんな中でも、年末の「クリス

☆会長・幹事・ＳＡＡ挨拶☆ 
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マス家族例会」や歳が明けてからの「水村

ガバナー公式訪問」。そして、再来週の懇

親会と徐々にではありますが、ウイズ・コ

ロナの環境下でも、親睦を図れるようにな

ってきました。 

吉沢会長の掲げる目標である「今こそ奉仕

と友情を」に一助を担う事が出来たのか甚

だ疑問が残りますが、次年度も様々な問題

があると思いますが一緒に乗り越えて参り

ましょう。 

 

✿吉沢誠十会長挨拶 
皆様のご協力によりまし

て無事一年間、会長職を務

めることが出来ました。心

より感謝申し上げます。 

先日の第 3 グループの会

長幹事会で他のクラブの会長さんはコロナ

禍ではありましたが、熱い思いを形にし、

素晴らしい実績を披露しておりました。聞

いていて自分の無力さに対し本当に恥ずか

しい思いでした。コロナ禍と言うことを理

由に何もしなかったことにたいへん反省を

しております。いろいろなご意見があって

も自分なりに出来ることを行い、もっと自

分らしさを出して、皆様の為に貢献しなけ

ればならなかったと痛感しております。 

そんな中、12 月には 2 年ぶりにクリスマ

ス例会が出来、お酒の席で会員同士の交流

を深められた事、3 月の地区大会ではほと

んどの会員の方が出席され、献身的なご協

力を頂き、無事に終了出来ましたことはあ

りがたい事でした。ほかの行事が出来ない

中、この大会運営を行うことで入間 RCの良

さを会員それぞれが再認識できたことは何

ものにも代えることの出来ないものでした。 

水村ガバナーが誕生したことで必然的に

地区大会を担当することは不安であり憂鬱

でありましたが終わってみるといい思い出

になり改めて水村ガバナー、忽滑谷地区幹

事に感謝申し上る次第です。また今年は

「会長の時間」で歴代会長様の紹介をさせ

て頂きました。調べてみると初代会長は狭

山市の方、4 代会長は飯能市の方など知ら

ないことが多くありした。また関係者の方

に直接お会いしてお話を伺ったことは貴重

な体験でした。それぞれの会長が伝統ある

入間 RCの会長として責任感と誇りをもって、

また会員はもとより家族の支えがあって 1

年間を務めたことがひしひしと感じられま

した。 

これからもこの雰囲気を継承してこのク

ラブは進んでいくものだと思います。どな

たが会長になられてもすべての会員が惜し

むことなく協力をして頂けます。最後に私

もその一人として今後、入間 RCのパスト会

長として恥ずかしくない人間として行動し

ていくことをお誓い申し上げ皆様に対する

御礼の挨拶とさせていただきます。 

本当に 1年間ありがとうございました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 一柳達朗ＳＡＡ 

 本日はよろしくお願いいたします。 

「飯能 RC高橋宏様」 

 飯能ロータリークラブ会長高橋様ようこ

そ入間クラブへ。本日吉沢会長年度、

西山荘で行う最終例会です。本日もよ

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」 

 飯能ロータリークラブ会長高橋様ようこ

そ入間へ。皆さん一年間ありがとうご

ざいました。 

「忽滑谷明君、滝沢文夫君、繁田光君」 

 飯能ロータリークラブ会長高橋様ようこ

そ。吉沢会長お疲れさまでした。最終

例会楽しみにしています。 

 「木下登君」 

本日\9,000 累計\565,000 
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① ハイライトよねやま Vol.267 
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④ 最終例会集合場所と時間 

⑤ 他ロータリークラブ週報とお知らせ 

⑥ 入間クラブ週報 17号 
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