
・点　鐘　吉田武明会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・四つのテスト斉唱　増島職業奉仕委員長

・卓　話　大久保　勝様

◎乾杯

【会長報告】

　皆様おめでとうございます。昨年は半年間

皆様のお蔭を持ちまして大過なく越年する事

が出来ました。本年も残り半年、是非ともま

た皆様のご協力を頂き職務を全うしたいと思

っておりますのでよろしくお願い致します。

　地区からの通達で、２０１６-１７年度のガバ

ナーをここで決めます。ご希望の方、推薦し

たい方があれば地区本部に申請して頂きた

い。我と思わん方はガバナーの手を挙げて下

さい。また、次年度の海外派遣奨学生募集ポ

スターが来ております。

　　　　理事会を先程開催しました。結果は

　　　幹事よりご報告したいと思います。

　　 【幹事報告】

　　　　明けましておめでとうございます。

　　　理事会を開催。２月のプログラム承認。

　　　半期決算は非常に順調です。協賛金は

　　　飯能市生涯学習フェスティバルに１万

　　　円承認。２名の方の入会式は１／２２

　　　に開催。吉田（健）夫人偲ぶ会１／１９飯

　　　能法要殿。大木会員はリハビリで１月

　　　は休会。ベトナム訪問が決定しました。

　　　◎例会変更のお知らせ

　　　◇新所沢ＲＣ

　　　・１／２８（火） 新年会　於シータ ミュ

　　　・２／１１（火） 例会取消（法定休日）

　　　・２／２５（火） 移動例会

　　　・３／１８（火） 移動例会

　　　・３／２５（火） 移動例会

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　　細田（吉）君

　安藤泰雄会員、島田秀和会員より、マルチ

飯能ロータリークラブ 会報
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プルフェローの寄付を頂きました（拍手）。

飯能の方へも寄付をよろしくお願い致します。

◎米山記念奨学委員会　　　　　　　橋本君

　小谷野正弘会員より米山特別寄付マルチプ

ルを頂きました（拍手）。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　吉田（行）君

　クリスマス例会、有難うございました。お

忘れ物のコートを預かっています。

【出席報告】無断欠席なし　　塩野出席委員長

１／１６入間ＲＣへのＭＵツアー申込みは、

現在１４名です。

【Ｍ　　Ｕ】

１２／２４（日高）田辺君

 １／ ７ （日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・大久保市長ようこそ。本日は卓話よろしく

　お願い致します。

　　　　吉田（武）君、間邉君、山岸君、山川君

　　　小谷野君、新井君、高橋君、細田（伴）君

　　　　安藤君、田辺君、和泉君、矢島（高）君

・大久保市長、市政発展、頑張って下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　杉田君

・明けましておめでとうございます。

　　　　　　　　安藤君、矢島（高）君、藤原君

・長男が結婚致しました。祝電お送り頂き有

　難うございました。　　　　　　　新井君

・国際奉仕にご理解ご協力よろしくお願いし

　ます。　　　　　　　　　　　　　藤原君

・今年は午年です。私の年ですので米山へ奉

　納金を納めました。今年もご協力お願い致

　します。　　　　　　　　　　　小谷野君

・バッジ忘れました。　　　　　　　齋藤君

・早退　　　　　　　　　　　　　　田辺君

本日計２６，０００円、累計額６７３，１４４円。

◎１５日例会当番は大野、大崎会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　吉田武明会長

　新年明けましておめでとうございます。本

年もどうかよろしくお願い申し上げます。

　先輩の方がほとんどで、「卓話」という言

葉に見合うお話が出来るかどうか大変申し訳

ないと思っておりますが、私の思いの一端、

市長としての思いを、し

ばらく間、皆様にお付き

合い頂ければと思ってお

ります。

「おめでとう飯能」には

３２５名の、かつてない

ご臨席を賜り、私への期

待、支持と受け止めまし

た。今後共、大久保市政

をよろしくお願い申し上げます。

　８月８日から市長としてお世話になってお

るわけです。名栗村出身。小さい頃から山で

育ち、４年間だけ故郷を離れ大学へ。飯能高

校ではずっと山中先生という大恩人、恩師の

下でレスリングをさせて頂きました。そして

大学へは学力でなく腕力で行ったわけでござ

います。１つ何かがあれば学力でなくても大

学には行けるという事を約４２年前に証明し

たわけです。名栗と言えば材木。うちも潤沢

な家庭ではございませんでした。当時、山の

景気も良かったのですが、町場の景気と比べ

れば雲泥の差があったのではないかと子ども

心に思っております。私は就職する予定でし

たが、「入学試験は要らない、入学金も要ら

ない」という事で大東文化大学から１月に案

内がありました。早稲田、明治、専修と、当

時強かった大学もありましたがお金の免除は

ありません。一番気にしたのは学力の免除で

した。それがあったのが大東文化大学で、私

はそこへ行きました。

　その頃から私の人生は変わったと思ってお

ります。それは何かと言うと、「自分の信念

を貫く」という事でございます。これはごく

当たり前の事でございますが、その時から私

は「直球勝負」という言葉を念頭に置く事に

なりました。ご案内の通り野球にはフォーク、

カーブ等々がございます。それはプロ野球と

して相手を打ち取る１つだと思います。私は

その中で「直球」も相手を打ち取る１つだと

思っております。それは、剛速球から始まり

胸を突くような直球、それから緩い球、剛軟

を配す…これが私の使命だと思ったのです。

　その後、「試験が無いから」と名栗村役場

に入らせて頂きました。山中先生より「コーチ

が居ないから近くで働けよ」というご指示も

ありました。

　２０年間、役場に勤めさせて頂き、うどん・そ

ば屋をやらせて頂く事になりました。前から

２０年で辞めたいと思っておりました。それ

は４２にして何か出来るのかなと思っていた

ところでございます。しかしながら、周囲は

１００％反対でした。例としておかしいので

すが、自殺する者が電話をするのは、半分は

「止めてもらいたい」という気持ちがあるの

ではないかと思っておりますが、私は、「辞

める」というのを報告に行きました。相談で

大久保　勝様

年 頭 の ご 挨 拶

飯能市長

会　員　数 当　　日
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はなく、辞める事を決意しての報告です。や

やもすると止められます。心に決めた事は

「直球勝負」、「人生」というのは「本人が決め

るもの」と私は断じております。その証拠に

うどん・そば屋を必死の思いでやらせてもら

ったわけなのですけれども、周りの者からは

「修業行ったのかよ」「出来んのかよ」等、ご指

導頂きました。しかし私は「直球勝負」です。

聞く耳はありませんでした。４２にして習いに

行くという事自体、私には考えられない事で

した。人に教わったものは、自分のカラーが

出ない。どこかのそば屋、うどん屋に行き、

その次の味ですと、やはり二番煎じ。その傘

の下になると私は思っておりました。

　そんな中、名栗と飯能の合併の話が出まし

た。村議会議員の大勢は反対だったと思いま

す。それでも、当時の名栗村の材木の景気等

を勘案すると、役場時代のわずかな知識です

が、「私が議員に出させて頂いて、合併して

頂かなければいけない」という思いに立った

わけでございます。ただ「山がいい」「名栗

がいい」だけで「村民は満足出来るのか」と

素直に思ったところでございます。６０、７０、

８０と年をとればなんとか我慢が出来るかも

しれません。しかしながらこれからの若い者

を育てるには、合理的な、いい社会環境を創

らなくては、これからの名栗村は成り立たな

いと思ったところでございます。

　柏木様も市議会議員選挙に出られました。

私も先に手を挙げたわけです。「飯能には仲間

がたくさん居るので大丈夫だ」と思いました。

しかし、３年前に亡くなった親父は「危ない

だろう」と正直に言っていた。それなら周り

の者はもっと落ちると思っているのではない

か。これまた「直球勝負」です。「議員（選挙）

に出る」と決意した者が周りの意見で止める

わけにはいかない。決して動じるものではご

ざいませんでした。お蔭様で当選し、ゆきや

なぎ飯能店もご支援を頂いて女房がやってお

ります。

　市議会議員の中でも「直球勝負」に出る事が

ありました。あくまでもいざと言う時ですが

市議といえども衆議院議員と同じで総理大臣

になる気持ちがない者は議員になる資格は個

人的にはないと思いました。「直球勝負」とい

うのはコーナーはありますけれども思いは１

つ。正に市長選が「いざ」という時だったわけ

でございます。戦いというのは敵同士ではな

く、認めてもらう事。飯能を憂い飯能を思う

気持ちには名栗も飯能もない。その証拠に、

市議の時、政策で名栗の事をほとんど言いま

せんでした。飯能市議会議員だからです。そ

して今は飯能市長として多くのご支援を頂い

たわけです。

　たくさんの自治会は１つ１つの小さな傘の

集まり。市長は、その傘を１つにする飯能市

としての底上げをするのが役目と思っており

ます。ややもすると「隣の傘からポタポタ垂

れていて邪魔だ」と、お互いに傘をさす同士

はどちらかと言うと相手を嫌がる傾向にあり

ます。簡単なのです。「１つの傘」、ドームに

してしまえば隣の者は邪魔じゃなくなるので

す。仲間になる事。穴が開いたら皆で補修し

なければ垂れて来ます。

　飯能市は、入間・狭山・日高・所沢・川越

に負けない何をするか。まずは「１つの大き

な傘」になる事が大事だと思ったところで

す。それには市長として何をするか。先頭に

立って汗をかく、傘に穴が開いたら自分がや

る事だと思います。仕事はパソコンで出来る

かもしれません。でも、最後は誰がやるか。

人の手なのです。この「四つのテスト」と同じ。

相手に「好意」を持つ、相手を認める事が正に

この時代に必要なものだと私は思っておりま

す。パソコンは使う物、使われてはいけな

い。「日本一の飯能市の職員になろう」という

思いの一端です。自分から汗をかく事こそが

市の職員にとって一番必要ではないか。それ

には市民の皆様への対応を日本一に…。

　私はよく「日本一」を使います。２月には

ソチ五輪。誰が４番を狙って出ましょうか。

日本で１番になるという気持ちをもってして

結果がついてくる。これが正に、汗をかく職

員、市民の対応が日本一になる職員の、まず

は第一歩だと思っています。

　たくさんの政策がございます。今、正に何

が必要か。市民の皆様に「喜び」「楽しみ」

「夢」を与えるのも市長の役目ではないかと

思っております。「お役所は堅い」という言葉

が未だにございます。「飯能市って楽しいね」

という気持ちをもってもらう事が、まず私の

第一の市長としての使命だと思っております。

もちろん、道路を造る・橋を造る・建物を造る・

福祉もやる、当然です。しかしこれだけで市

民の皆様が市長に、飯能市に、興味を持って

頂けるかどうか。市民の皆様は行政に対して

「楽しみ」を期待していると思っております。

　大河原工業団地には女性、子ども達に喜ん

で頂くちょっとした工夫が必要だと思いま

す。エルフェンが女子サッカー練習場を造り

ました。「女性に優しいまち飯能」というキャ

ッチフレーズで、女性の集まる場所を来年度

より計画したい。飯能駅構内にパスポートセ

ンターが４／１に開設、観光案内所も５坪で

すが出来ます。まずは２つの希望の箇所が出

来る。また、国際興業バスを内部まで全てア

ニメでラッピングしたものを運行、「日本一の

アニメのまち」にしたい。

　何よりも、横浜まで電車が繋がりました。

「横浜から来て頂くために繋がった」と理解

しております。ただ「川がある」「山がある」

だけで人は来てくれないと思っております。



飯能もちゃんとした“武器”を持たないと来

て頂けない。皆様で大きな“武器”を飯能市

に作らなくてはいけないと思っております。

　いつも思っているのは、５年、１０年後では

時は過ぎてしまう。１年間で成果を出さない

限り人は離れて行ってしまう。４年間で成果

を出す事が私の使命だと思っております。そ

のためには一年一年着実に、皆様に分かり易

い、「飯能は変わった」「楽しいな」という事業

展開をしていかなければなりません。

　４月から新たな飯能になるよう、今、予算作

りの最終局面を迎えております。「お、変わっ

たな」「夢がある」「楽しいな」と皆様に思っても

らえると思います。楽しい事業展開、「飯能に

住んでやっぱり良かった」というような気持

ちになって頂く事業展開、分かり易い事業展

開をしていきたい。

　自然が良いだけで戻るのはシャケ。若い方

に「やっぱり飯能が良いから、今出ているけ

れども戻ろう」と言ってもらいたい。「大海

に下ろう」と言ったシャケがそのままその場

所に居座る、ヤマメは大きくなってマスにな

るとも聞きます。入間川の上流にて、大海に

下らないシャケ、ヤマメの身になって、どう

しても「素晴らしい飯能」にしたいと思って

おります。

　人間には果物のような「時期」はない、

と、トルストイも言っております。やる気さ

えあれば７０才でも出来る。飯能市政にも

「時期」はなく、今、正にその「時期」だと

私は思っております。今年が市政にとって一

番熟れた時期に私はなると確信しておりま

す。そのためには、多くの皆様の手で、苗木

の手入れ、枝等の手入れをして頂かないと時

期を逸してしまう。正に「今が旬」の飯能の

「時期」になる事のお手伝いを皆様にお願い

するところでございます。

　箱根駅伝で、日体大のほとんどの選手は走

って来たコースに礼をしていた。苦しい思い

をしても礼を大切にするのが日本の文化。こ

れなくして飯能市政、日本の発展はない。苦

しみながらも礼を重んじる事こそが、今のコ

ンピューター時代に必要だと思っておりま

す。道路に礼をするのは、お世話になった

方、物への礼節だと思っております。相手に

礼を尽せば必ず相手も返してくれる。これは

私の思いでありますし、職員の思いになって

頂きたいと思っています。

　倅が行っていたロシアには木造の住宅はな

いそうです。しかしながら、日本の住宅、神

社仏閣は木造です。木を使う事自体が日本の

文化。再生日本、飯能市の隆盛を必ずや成し

遂げる「木（気）づかい」だと思っております。

　あと残り２６秒を大事にしたい。

　どうかＲＣの皆様にはこの１年、いや、ずっ

とずっと飯能市を支えて頂き、この大久保の

「直球」に目を釘付けにして頂き、共に素晴

らしい全員プレーで、素晴らしい飯能市を創

って頂ければ、この上ない喜びと、市民の喜

びになると思います。

　大変拙いお話でしたが、どうか飯能市、日

本のために、皆様の限りないお力を重ねてお

借りする事を心からお願い申し上げます。

当番　齋藤君、島田君

飯能警察署長

【結婚・誕生日祝】

菅原敏幸様卓 話

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

（ 月間テーマ　世界理解月間 ）

土屋（良）君
田 辺 君

［プログラム］

高 橋 君
土屋（崇）君

［環境保全］

吉田（健）君
矢島（巌）君

［ Ｒ 情 報］
山 川 君
吉 島 君

［米山記念奨学］

卓話「２０１４年度
飯能青年会議所の運動と目標」

卓話「ベトナムについて」
米山記念奨学生マイ・ツン・リン君

卓話「４０年前入会当時の思い出」
飯能ＲＣ会員 細田吉春様

飯能青年会議所 理事長 潮田真也様

卓話「飯能市の環境について」
飯能市環境部緑水課長 大野英安様

【四つのテスト】

【結婚・誕生日祝】


