
・点　鐘　小川会長

・ソング　それでこそロータリー

・卓　話　小谷野五雄様

【会長報告】

　先日、梨木さんのご葬儀がございました。

入会した頃、ロータリーのいろはから教えて

頂いた事を思い出します。ご冥福をお祈りし

たいと思います。

　先日の母の葬儀には皆様にご会葬賜り、ご

供花頂いた事、御礼申し上げます。有難うご

ざいました。

　福島喜三次氏は現・一橋大学を卒業後、三

井物産に入社。翌年から米国の支社を回り、

１９１２年、ダラスに綿花の買い付け会社を創

るという事でそこの代表になります。１９１５

年、ダラスＲＣに入会。日本人初のロータリ

アンとなる。ロータリアンだったドイツ人社

長が第一次大戦が始まるとドイツに帰国し、

その後を継ぐ形でした。１９１７年、米山梅吉

氏（三井銀行常

務）は政府派遣の

財政経済委員の一

員として訪米。そ

の際ダラスに寄り

福島宅で正月の３

日程を過ごします。

その時にＲＣの話

がたくさん出たの

だろうと思います。

「テキサスの野の

東や初日の出」当

時の米山氏の句。

１９２０年、福島氏

は帰国時、ＲＩ会

長から「日本にも

ＲＣを創ってくれ

ないか」との委任

当 番 平沼君、半田君
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を受けていました。ところが彼は３０代と若

く、三井物産の中では部長クラス。経営者を

集めるには人脈が足りなかった。結局、米山

氏に相談し、彼が財界の大物を２０数名集

め、１９２０年１０月、２４名のチャーターメン

バーで創立総会を開くという事になりまし

た。福島氏は初代幹事だったのですが、２回

出席してすぐ翌年には大阪に転勤。今度は大

阪でＲＣを創り、大阪ＲＣの初代幹事をやっ

ています（１９２２年）。１９２３年、関東大震災

が起こると、ＲＩは早い反応で日本に義援金

を送ってくれました。４２，０００ドル（今の１０

億円位）。その窓口になったのが福島氏でし

た。その後、外国をあちこち回り、若いうち

に病気がちになってしまいます。１９３７年、

日米の関係が良くない頃にダラスを訪問し大

歓迎を受けています。そこで非常に良い仕事

をしました。正直で、皆に公平で、それで十

分儲けた。正にシェルドンの言う

“He Profits Most Who Serves Best.”

を地で行ったような方。１９４６年９月に逝

去。同年４月に米山氏も亡くなり、９月から

半年も経たないうちにポール・ハリスも亡く

なっています。

◎米山功労証（マルチプル）小川晃男会長

（拍手）

　

【幹事報告】

「２０１５―１６年度事業報告書」『ロータリー

の友』「地区大会ご案内」を配付。国道２９９号

沿線「ゴープラ」脇の看板と木を何名かで調

査に行き、地主様に木の撤去をお願いして切

りました。看板は大分傷んでおり、撤去の方

向で馬場ＳＡＡに見積依頼中です。ご理解よ

ろしくお願い致します。

◎例会変更のお知らせ

◇新所沢ＲＣ

・１０／１８（火） 移動例会　長青寺１８時半

・１０／２５（火）　振替休会１０／２９・３０所沢市民

　　　　　　 フェスティバル参加

・１１／１（火）　例会取消（１１／３法定休日）

・１１／８（火）　 振替休会

　　　　　　　１１／５・６地区大会参加

・１１／２２（火）　例会取消（１１／２３法定休日）

・１１／２９（火）　新所沢・所沢中央ＲＣ

　　　　　　　合同見学会　国会議事堂

・１２／２０（火）　家族と共に忘年会

・１２／２７（火）　振替休会（１２／２０忘年会）

　

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　本日、藤原秋夫会員よりポールハリスフェ

ローの寄付を頂きました（拍手）。１９日、財

団の研修に参加。寄付の推進をお願いしたい

と聴き、早速、藤原会員に頂きました。有難

うございました。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　福島君

『友』９月号。横組Ｐ３７「ロータリーを知る

には？」４つ列挙。Ｐ３８「ロータリー米山

記念奨学事業の基礎知識」税額控除等。縦組

Ｐ１８「卓話の泉」「キラキラネーム」は鎌倉

時代から。興味深く読みました。Ｐ１６「ロー

タリー英語は要注意」これも面白いです。

◎前年度幹事　　　　　　　　　 土屋（崇）君

「２０１５―１６年度報告書」発刊に際し、各委員

長、理事の方々に本当にお世話になりました。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　前島君

　ゴルフコンペは２５名の参加。日付が記載

してありませんが１０／１３（木）の開催です。

◎出席向上委員会　　　　　　　　　中山君

　１１／６（日）地区大会は熊谷までバスで行き

ます。出欠は今月中。よろしくお願いします。

【出席報告】無届欠席０　中山出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】

９／１７（地区）田辺君

９／２０（日高）木川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・小谷野県議ようこそ！本日は有難うござい

　ます。卓話よろしくお願い致します。

　　　 大木君、細田（伴）君、橋本君、石井君

　　　　　 矢島（巌）君、中里（昌）君、神田（康）君

　　　　　吉島君、間邉君、田辺君、髙橋君

　　　　中里（忠）君、杉田君、小川君、島田君

　　　 矢島（高）君、和泉君、馬場君、福島君

・この間は大変ご迷惑とご心配をかけてすみ

　ませんでした。　　　　　　　　　大附君

・早退　　　　　　　　　　　　 土屋（良）君

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率



本日計２１，０００円、累計額２０５，００２円。

◎２８日例会当番は服部、細田（吉）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　細田（伴）職業分類委員

　圏央道が通り西部地区の状況が一変してき

ている状況です。小谷野先生にもご支援を頂

き、共に西部地域が伸びればと卓話をお願い

しました。日高市生まれ。法政大学卒。Ｈ７

年、日高市市議。Ｈ９年、県議補欠選挙で当

選。日高市で３人目の県議として重責に身を

引き締められる。Ｈ１０年、４期連続当選。

監査委員。社会福祉、都市計画、環境、各審

議委員。県立がんセンター運営委員。国土利

用計画審議委員、等歴任。県議団の総務会

長、副団長、幹事を務める。新潟県中越地震

発生後、３日目にはボランティアに向かう。

災害問題について県に訴え、自主防災組織の

拡大に努めておられます。Ｈ２２年、第１１２

代県議会議長に就任。西部地区からの選出は

４５年ぶり。Ｈ２６年、自民党県議団長に就任。

Ｈ２７年、県議選で６期連続当選されました。

　１５歳の７月、父の乗ったカボチャを満載

した耕運機が踏切内で故障し、高麗川発１２

時３分の八高線の電車に撥ねられました。河

原でバーベキューをしていて、さて食べよう

かという時、父が撥ねられたという事を聞き

ました。飯能中央病院は日曜日でドクターが

居らず、手術をして頂いたのは夜１０時。そ

の時、「高校を辞めて家を継がなければダメ

かな」と思いました。父は消防団の副団長

で、消防団員２７名から

輸血を受け、夜、駆けつ

けてくれた旭ヶ丘病院の

石井先生に手術をして頂

いて、命を助けて頂きま

した。囲炉裏端で祖父か

ら「これだけの人に世話

になったんだ。お前、何

か世の中に恩返しするよ

うな人間になれ」と言われ、その時に政治家

を目指そうと思いました。祖父は町議会議長

を務めた関係もあり、それからは政治の勉強

を一生懸命しました。Ｈ７年、市議選に出

て、１３８３票で２着当選させて頂きました。

　どうしたら市が発展するか？

　まず、人口を増やす事。倅や娘にここに住

んでもらう事です。それには、ここに魅力が

なければダメ。仕事、学校。飯能寄居線バイ

パスを貫かなければ日高は混んでしょうがな

い。産業の発展は無い。そう思って、工事が

８年凍結していた猿田工区の地主の所へ勇ん

で行きました。そこで「お前は県会議員か？」

「市議は関係ない」と言われました。地権者

は納税猶予、共有財産等、いろんな事情を持

っているわけです。その時「必ず県会議員に

なろう。じゃないと日高市は発展出来ないだ

ろう」…若かった事もありますが、そう感じ

ました。

　Ｈ９年、４０歳位で県議選に挑戦し初当選。

９４名の県議全員が自分の席に職員を呼んで

いました。「他人にものを頼むのに自分の席

に呼ぶようなヤツは大した事ない」と祖父が

言っておりましたので、私は頼む時には職員

の所に行こう、職員には「さん」をつけよう

と思いました。

　飯能寄居線は４億円掛かるとの事で、５億

小谷野 五雄様埼玉県議会議員
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円を頼んでおこう。まずは係長クラスの人に

話をして、だんだん上がって最後は当時の土

屋知事にお願いに行きました。そして、地権

者の所へ行き「県会議員になりました。予算

も付けました。どうにか売ってもらえないで

しょうか」と言いました。すると「俺は反対

している訳じゃないんだ。倅がうんと言えば

良いんだ」と。倅さんの職場に行きますと

「親父が反対しているんだ」との事。そこで

２人が共に居ると思われる頃に家に行って

「お互い『良い』と言っているので売って下

さい。高く買う事は無理です」と話しました

ら「売ろう」と言ってくれました。すぐに部

長に電話して、翌朝７時半に契約書を持って

来てもらい、金額が分かってしまうので私は

退席して、用地を買う事が出来ました。

　結果、毛呂山・越生から飯能までは３０分

違って来ました。帰りは４０分違う。やはり

市の発展は基盤整備から入るもの。「教育」

「福祉」を唱えたとしても財政が伴っていな

ければ絶対にダメです。私は、政治というの

は細かな事を言うのではなく方向性を付ける

ものだと感じました。

　皆さんはご商売をされている訳ですから、

景気変動にはいろんな思い入れがあると思い

ますが、埼玉県は７２８万人。４７都道府県で

５本の指に入る県。それでもあまり豊かでは

ない。就業率も低く、個人所得も少ない。ど

うすれば良いか？　圏央道を県内で貫くしか

ないのです。民主党政権時代「コンクリート

から人へ」で圏央道は４年遅れました。倒産

した業者もある。

　議長にはなかなかなれません。西部地区と

北部地区の議員数を合わせても全体の３分の

１。９３名中６０人は南部と東部地区の議員

なのです。予算も３分の２はそこに行ってい

る。政治の世界は数、仲間作りです。相手の

嫌な事は言わない、欲しいデータをあげたり

等して信頼関係を作り、議長にならせて頂き

ました。最初に国交省に圏央道の予算を頂き

に参りました。当時、民主党の大臣に会うに

は民主党県議を連れて行かなければならない

という事もありました。

　圏央道が出来て最近どういう事が変わった

か。川越のさつまいもを英国に持っていくと

１０倍の値段で売れるのです。成田まで１時

間２０分。成田の倉庫（建設中）に野菜等を

持って行き、航空便で海外に持って行っても

採算が合う。それが圏央道開通ではないかと

思います。

　今、企業は圏央道沿いに来たい。しかし、

土地が無い。農地転用の権限を市町村に委譲

して欲しいと訴え、やっと「４ｈ以下」に関

しては市町村の権限になりました。これが企

業誘致に繋がれば人口が増えるのです。鶴ヶ

島の農業大学校を熊谷に行かせたのは私で

す。跡地に「ＩＨＩ」が来たら、日高団地の

空き家も全部埋まります。住所は鶴ヶ島でも

利益を被るのは日高だと思っています。

　これからは日高とか飯能とか、各市町村が

個別に計画を立てるのではなく、腹を割っ

て、どんなふうに西部地域を発展させていく

かを考えないといけないのかなと思います。

県議の仕事は市民には分かり難いがかなり重

要です。今、自民党５３名の団長を務めさせ

て頂いております。県職員はまずは県議を立

てます。県議は長く続けた方が市のためには

なると思っています。私が沢辺さんに教えて

頂いたように、後輩達にも「自分の市をよく

知ってくれ」と言っています。人口減をスト

ップさせるのは「ムーミン」か？　私は雇用

の場を増やす事、財政の基盤を作る事だと思

っています。

　Ｈ９年に「市街化調整区域」の規制緩和に

ついて質問しました。開発基準の見直しは

『埼玉新聞』のトップ記事になりました。日

高市の９０％は農地＝「市街化調整区域」です。

これでは発展する訳がないのです。Ｈ１５年

に“乱開発”と言われた事もありました。

「都市計画法第３４条第８号の３」“住宅”、

「４」“企業”のどこが違うのか。“企業”には

審査会を通さずに許可が出る。２年もかかる

地目変更が半年位で出来るのです。日高高校

の周りの残土の山を処分するには数億円かか

るだろうと言われていたのですが「第３４条

第８号の３」で“住宅”が出来るようにしま

した。「市街化区域」を持っている方からは

非常に怒られた。ただ「市街化調整区域」の

方からは「旭ヶ丘」で５千円の土地が８万円

になったと言われました。それで息を吹き返

した農家もたくさんあります。全部が良いと

は言いませんが、日高市の人口は３，０００人

増えました。意気込みだけは感じて欲しいの

ですが、皆さんが動いて頂かないと飯能市は

変わりません。市長が一生懸命やったとして

もそうは変わりません。企業のトップの方に

これからもやって頂く事をお願いして、内沼

議員と支え合いながら頑張っていきたいと思

います。


