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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
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《 新春例会 》 市長卓話
・点 鐘 山川会長
・ソング 手に手つないで
・ビジター（日高）小坂雅彦様
・卓 話 大久保 勝様
【会長報告】
１／２３狭山の商工会議
所会頭・清水様が経営さ
れるライブハウスで会長
幹事会。プチソロミスト
の会合もあったようです。
久し振りの狭山市駅前は
発展し、ずいぶん変わっ
たと感じました。
飯能高校チアダンス部
が日本一となり、
２／２８米
国テキサス州ダラスで開催されるナショナル
チャンピオンシップに出場。
９４年の歴史の中
での快挙、市民にとっても大きな喜びです。
木川、細田（吉）パスト会長が飯高第１期生で、
是非寄付をお願いしたいとの事。来週は大枚
を持ってのご出席お願い致します。
「市長卓話」はもっと前にお願いしたかった
のですがお忙しくて今日やっと来て頂きまし
た。
「飯能を一番にしよう」との事です。
新井景三会員、第２回マルチプル功労賞、
お渡しします
（拍手）
。
【幹事報告】
・伊澤会員のお母様が１／２２永眠、ご冥福を
お祈りします。
２９・３０本町法要殿にて葬儀。

・次週第９回役員会理事会。１１：３０～
・当会場は端末等に暗証番号を入れて頂けれ
ばＷｉＦ
ｉ使用可能になりました。
・１月のロータリーレート１ドル＝１１８円
【委員会報告】
◎５０周年記念誌委員会
中里（忠）君
「生業」
「家族写真」は赤ボールペン・赤鉛筆で
最終修正を入れ２／４にご提出ください。
【出席報告】無断欠席なし

馬場出席委員長
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１／２３（第３Ｇ）山川君、髙橋君
１／２６（新狭山）半田君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・大久保市長様、
本日はお忙しいところ有難う
ございます。卓話楽しみにしております。
山川君、間邉君、小川君、髙橋君、矢島
（高）君
中里
（昌）君、矢島
（巌）君、細田
（吉）君、細田
（伴）君
半田君、吉島君、杉田君、土屋
（崇）君、和泉君
大野君、福島君
・よろしくお願いします。
（日高ＲＣ）
小坂雅彦様
・日高クラブ小坂さん、ようこそ。
吉田
（健）君、和泉君
・早退
大野君
本日計１８,０００円、累計額７６０,６１４円。
◎４日例会当番は森、本橋会員です。

【卓
話】
講師紹介
山川会長
Ｓ２７年、名栗村のお生まれ。飯能高校、大東
文化大学をご卒業、
Ｓ５０年より名栗村役場職員。
Ｈ７年「ゆきやなぎ」開業。Ｈ１５年、村会議員、
Ｈ１７年、市会議員。Ｈ２５年、飯能市長に就任。
「飯能市を日本一の市に」
と全力投球されてい
ます。
「消滅可能性都市」に飯能が入った事で
発奮され、もっと頑張るという発信をされて
います。特に女性、子どもへの支援に力を入
れていきたいとの事です。

ワクワクするまち飯能～明るい未来
飯能市長

大久保

勝 様

まずは私の思いをもう一度改めて皆さんに
聞いて頂かなければいけないと思っていま
す。子どもの頃から他人に「お前にやれるの
か」と言われれば言われる程、何かやれそう
な気がしてくるタイプなのですね。皆が暗く
ても私だけ明るくなってしまうような。
「自分
は市長に向いてるみたい」と自分で言ってし
まうのは、自慢とは違うのです。まず「出来
そうな感じ」でなければ他人を引きつけない
と思うのです。
そこで私が始めたのは、自分と、職員の
「対応日本一」です。人事の評価制度も役所
の成長に繋がらないと判断し、止めました。
「行政センター」
「支店」が一生懸命やって汗を
かき、
市民と会話をし、
すぐにスコップを持っ
て対応する等、素晴らしいと思います。全て
の仕事が大事なのです。最低レベル、
第１段階
の仕事が出来ない者が第３、第４の事が出来
ても私は認めないよという事でやらせて頂き
ました。もう１つ。
「市長は何かやる」という
期待です。私は学歴がありませんが、今日も
「マニフェスト」
で有名な北川先生と対談させ
て頂きます。何十年も培った
「公務員」
６３０人
に立ち向かうのは至難の業なのです。環境を
大事にして職員の能力を最大限に発揮させる
のが市長の役目。それも楽しくやらせなくて
はいけない。
「やらされてる」ではなく「やる」
感触。何かやれば皆が喜んでくれるのです。
そこで始めたのが「外交」なのです。
「やって
はダメ」でなく「これだけはやらないで。でも
これも出来る、これも大丈夫」と、なるべく公
務員にやらせる対応をさせる。私は大きな事、
日本一の事を考えていますから職員を怒った
杉田一昭 会報・広報
新井景三 ロータリー財団

小林伸裕様

事がないのです。怒る間
があったらもっと他の事
を考えています。横浜は
約３７０万人の市民に市長
１人。
「３７０万人」
対
「８万人」
であっても国技の相撲と
同じで計量の問題は無い
のです。数字や金額は勝
てなくても弱いところは
ある。そこを突くのが軽
量級の力。最初からダメではなく同じ土俵で
戦うのです。２月下旬に横浜市長にお会いし
ます。しっかりとした関係、気持ちのこもっ
た都市間交流が大事だと思っています。中区
の区長が
「
（飯能は）隣の市」
「大久保市長、
大好
き」
と言ってくれました。メールでなく
「会う」
事。
１年半で延べ３８回位横浜に行っています。
横浜には飯能市が負けてしまう位、気持ちの
あったかい職員が居ます。職員間をうまくさ
せたい。
「消滅可能性都市」も「やれば出来る」
の好機到来。４年先の計画ではダメ。
１日でも
早く、
１年に２回、
３回とスピーディに良い事
をやる。
「飯能に住んで良かった」
「飯能はいつ
どんな芽が出るか分からない」
というのが
「ワ
クワク市長」
の務め。
「とりあえず賭けてみよう」
と期待して頂きたい。
飯能の自慢をしっかり
発信したい。
「ワクワク」に
「たのＣ、
うれＣ、
す
ばらＣ」
、
３つの
「Ｃ」が無ければ日本で一番に
はならないと思っているところなのです。
一番注目されているのが人口問題。
「創生会
議」にしっかりした考えを持ち、
プロジェクト
も全部作っているのは飯能市が一番。昨年８
月から取り組み、中身も検証してあります。
一生懸命やる所にお金を下さるという話です。
大河原工業団地、
精明東部にもご期待頂きたい。
４億円規模の商品券も進行中。
水と緑のイン
フラ整備では
「チーム水・日本」で毎年４億５
千万円を水道事業に、
５千万円を緑に充当。
こ
れは民間企業に捻出して頂くものです。
「電
気」
が止まると「元気」が無くなります。大雪
被害では満額の補助金２６００万円で１４０か所
の工事を実施しました。市民体育館・球場、美
杉台運動公園にＷｉＦ
ｉの設置が内定。浸透式
の合併浄化槽で宅内処理を実施する予定で
す。
また、
不妊治療６回を対象にするところは
県下でも飯能市だけ。人が増える事は何でも
やります。子ども医療費だけでなくインフル
エンザ予防接種も無料に。無駄な事をやらな
ければよいのです。職員には命令ではなく
「頼むよ」と。
「帰りニコニコ市長室」
。
８割は面
白い事を、
２割で核心を言う事にしています。
意気込みだけは聴いて頂きましたが、飯能
ＲＣの皆様の限りないお力が無いと「日本一
の飯能市」
「日本一の市長」にはなれないと
私は思っております。皆様のお力を際限なく
お借りする事を心からお願い申し上げます。
先般の素晴らしい時計塔、
本日、
大先輩の方々
にしっかり聴いて頂いた事にも感謝申し上
げ、今日の午後から、また大きな声で、素晴ら
しい市政をさせて頂く事をお約束致しまして
お願いの挨拶と致します。
※次週の例会案内は省略。

