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例会

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

職 業 奉 仕 月 間

晴
小 川 晃 男

矢 島 高 明
当 番 大木君、大附君

・点 鐘 小川会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト斉唱 新井職業奉仕委員長
・卓 話 大久保 勝様
【入会式】
◎新入会員紹介
新井君
町田誠一
（せいいち）
様 １９５４年１０月生まれ。
南町在住。地元の小中学校から川越工業高校
入学。東洋大学では服飾研究会に所属（当
時、ＶＡＮ・
ＪＵＮが流行っていた）
。卒業後、
片山燃料店で修業、町田燃料店を継いで現在
代表取締役。夫人、長女、長男の４人家族。
小型船舶操縦士、危険物関係の免許は全てお
持ちです。ＪＣでは幹事、自民党青年部長を
務めた。現在、有名な一丁目町内会の副会長
を加藤会員と２人で務めておられます。親切
心に溢れた立派な方で、メンバーとして大活
躍されると期待しております。
◎町田会員挨拶
入会ご承認、有難うご
ざいます。皆様にいろい
ろ教えて頂きながら早く
お仲間入りをさせて頂く
よう努めて参ります。ど
うぞよろしくお願い致し
ます。
◎小川会長よりバッジ装
着・歓迎の言葉／誓いの
言葉／吉田（武）Ｒ情報委
員長より資料贈呈／矢島（高）幹事より会員証
贈呈・所属発表「会報・広報委員会」
◎乾杯：中里（昌）パスト会長

【会長報告】
今年初の理事会で承認されたうちの２点に
ついて。１つ目、県教育課（各県立高校への
寄付）
事業
「部活動の振興による強い飯能高校
復活プラン」
。走り幅跳び用ピット、スポーツ
トラクターに予算１６００万円。ふるさと納税
の対象となります。Ｈ３０年８月まで。是非ご
協力を。もう１つ、青少年交換留学生として
第１Ｇ
（鶴ヶ島）
の生徒が留学しますが、地区
からの要請で第３Ｇがイタリアからの学生を
引き受けます。地理的な関係で飯能が受ける
事になったためアンケートを用意しました。
急いでおり来週回収します。ＲＬＩ修了証を
（拍手）
。
和泉会員、土屋（良）会員に贈呈します

【幹事報告】
第８回理事会。前回議事録確認。２月プロ
グラム承認。ＩＭ、出欠の提出をお願いしま
す。青少年交換留学生について。県教育環境
整備基金について。日本のＲＣ１００周年委
員会へ事業費として１人２００円拠出、承認。
新入会員（中里様）紹介、承認。ロータリー
レート１ドル＝１１６円。安藤、山川会員、
退院おめでとうございます。

【委員会報告】
◎出席向上委員会
中山君
ＩＭ開催ご案内。２／９（木）南口１３：４０集合。
ＭＵＳＥ１５時点鐘。昼食なし。帰飯後「暖ら
ん」にて懇親会。会費別途。出欠１／１８まで。
【出席報告】

中山出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
－
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・新年明けましておめでとうございます。昨
年の病気に関しお見舞いありがとう。すっ
かりご迷惑ご心配をかけてしまいました。
だいぶよくなり本日より復帰させて下さい。
安藤君
・昨日の会議所賀詞交歓会には市長さんを始
め多くのロータリアンの皆さんにご出席頂
きまして有難うございました。 矢島（巌）君
・大久保市長、本日はよろしくお願い致しま
す。
山川君、安藤君、新井君、吉島君
間邉君、髙橋君、中里（忠）君、中里（昌）君
神田（敬）君、前島君、本橋君、小川君
矢島（高）君、島田君、和泉君、馬場君
・町田さん入会おめでとうございます。
中里（昌）君、神田（敬）君、前島君、本橋君
小川君、矢島（巌）君、島田君、和泉君
馬場君、加藤君、服部君、福島君、杉田君
・１月２日に初孫の女の子が生まれました。
島田君
・昨年１２月の私事、お世話になりました。
有難うございました。
森君
（康）
・早退
大野 君
本日計３９，
０００円、５５８，
００２円。
◎１８日例会当番は大野（康）、大崎会員です。
【卓

話】

発展都市飯能に向けて
飯能市長

大久保

勝 様

新年明けましておめでとうございます。
昨年中は市政に対しましてロータリーの皆
様には格別なご支援ご協力を賜りました。改
めて御礼と感謝を申し上げます。昨年に倍し
ましてのご厚情を賜りますようこの場をお借
りしましてお願い申し上げます。
今日は飯能の重鎮の方々お集まりのロータ
リークラブ、このような席にお招きを賜りま
して、
卓話という、私は「たくあん」で育ちま
したので、気持ちを楽にしてお聞き頂きたい。
「市長、何か題名は無いですか」と言われ、
「題名のない音楽」ってあるよね？って思っ
たのですが、私にとっては皆様の前で話が出
来るような中身は大してないのですけれども
どちらかと言うと吉本興業のような面白い話
だったらいくらでも湯水の如く出来るのです
が、少なくとも新年でございます。皆様に、
「飯能市はこうなっている」という一部の一

部、私にとっては本意で
ない話もあるかも知れま
せんけれども、是非お耳
だけは拝借してリラック
スしてお聞き取り頂けれ
ばというふうに思います。
まさに飯能市は今、注
目されています。
１月５日、４０市、２０数
町村が集まっての、知事
主催の新年賀詞交歓があ
りました。その中で５市の市長さんから私は
このように言われました。
「飯能市って勢い
があるな！」
「いや、すごいよ」と。３人の部
長さんからは「埼玉県には今まで何も無かっ
たんだけれど…」
と言われました。
「大宮とか
いっぱい施設があるじゃないですか」と言う
と「いや、それはある一部のもの」と。
「ある
一部のもの」とは何だろう？…スポーツが好
きとか何かが好きという人はそのような施設
のある所に行っているかもしれないがそれは
全国的にある。九州で言えば大阪である程度
の事は賄える。北海道で言えば札幌で賄える
かもしれない。東京で言えば東京。神奈川で
言えば神奈川。埼玉県、何があるか…えーと
…。
「今度はメッツァ、
ムーミンが出来ます
よ」と。これは埼玉県にとって非常に有益な
事だというふうにおっしゃられました。さす
がに他の市長さんは
「埼玉県で良かったな」
と
なかなか言いづらい部分があったと思いま
す。埼玉県の部長さん３人が率直に、言い方
は別ですけれども
「私等にとっても良かった」
と言われた。例えば全国の知事会とか、東京
都に「関東の〇〇がある」と言っても「埼玉
県って何？」と戸惑うところがあったという
事です。来年秋、暫定オープン。その次の年、
６か月以内なのかなというふうに私は思って
いますけれども、オープンという事は、県も
嬉しいというふうに思っているのではないか。
今までは雲の上の事を考えるような部分が
あった。それは、大きな自治体、大阪とか、
「愛・地球博」の愛知県、名古屋、東京都が
やるんだ、横浜がやるんだよ、札幌がやるん
だ、広島がやるんだ、福岡がやるんだよと。
でも、飯能市です。ＮＨＫが６時に取り上げ
９時にも取り上げて頂いた。もう少し挨拶を
しっかり考えていけば良かったなと。いつも
の調子でやりました。大勢の方々に「良かっ
た」というふうに、手前味噌もありますけれ
ども、お褒めを頂きました。
「ザ・プリンス パークタワー東京」にはプレ
スが１００人位。相当悪い事をしないと１００人
で都内の記者発表はない。事の重大さ、大き
さ、関心の深さに、改めて私は感銘を受け、
驚きました。
何よりも今、東京オリンピックですったも
んだしていますけれども、飯能市は基本的に
は一銭も出さないのです。こんな都合が良く
て虫のいい事がありますか。ライフラインの
事情は当たり前で、これはしっかり協議され
ています。でも、基本的には補助金も出さな
い、何も出さないで、こんな「ぼたもち」が
あった。
「ぼたもち」をもらうには何かをしな

くちゃいけない。
「ラッキー！」というわけに
はいかなかった。言えばすぐ分かるような都
市に決まっていたのです。
「弱ったな」と思っ
ていたのですけれども、また来て「飯能市に
是非」と。
「分かりました」と言うとまたもう
一回来て「やっぱりダメです」。奈落の底に
私は３回落とされました。人生で奈落の底は
数々味わっているのですけれども。
その後、奈落の底から、県、市民の皆様の
お蔭でこのような記者発表という事になった
というのは、私にとってというより、市民に
とって、いや、日本にとって本当に幸運だと
いうふうに思いました。記者発表というのは
堂々と都内でやるべきものだというふうに、
また、こんなような場所が出来たという事だ
けでも皆さんと共に喜んで頂きたいというふ
うに思っております。
「これからどうなるか」
という事がいっぱい表れております。まずは
来年の秋になったという事を喜んで頂く事が
大事かなと。
「まだ足らない」ではなくて「日
にちが決まった」という事。それをまずはし
あわせに思ってもらう事が大事だと。
この後、諸懸案がある事は間違いないので
す。
「飯能って何も無い」って言われたのが今
度は「混む」心配までして頂くようになっ
た。これってしあわせな事だと私は思ってい
るのです。道が整備されているところは他に
いっぱいあるのですから、それよりも「飯能
が適地だ」という事をしっかりとお伝えして
今の結果になったというふうに思います。是
非皆様にご理解を頂いて、
「これからとんでも
ない事が起きるよ」というふうに思って頂き
たい。
私はメッツァが出来た事だけで全然、全く
満足していません。これでいい、安泰、とか
良かったなと思ってません。出来た事には限
りない喜びがありますけれども「その前に何
とかしなくちゃいけない」というふうに思っ
ています。
「メッツァだけの飯能じゃないよ」
と。私、欲張りですから、間違いなく思って
います。
「何か起きるんじゃないか」これが
株価と同じ期待感なのです。市民の皆さんに
「期待される何か」でないと。
全国の自治体、公務員には「こうしなくち
ゃいけない」という部分がまだまだある。市
長が代わっても最後は官僚に負けている。規
則・法令がなく、最後にはこう言われる。
「予算はどこからもってくるのですか？」。
「よさんか（＝よしてくれ）
」
。私は聞く耳は
ないのです。最初から決めて、来年も、
「子
どもと女性にやさしいまち」で「飯能ってい
いな」と、他自治体に指をくわえて頂くよう
な面白い事があります。
「誰がなっても市長
同じですよ」。戦略的に、経験から言って
「これはダメです」
。やりもしないのに
「ダメ」
。
全部の自治体の人がそうなのです。法令もな
い、条例もない、規則もない、お金もない。
勝手に決めちゃっている。私が言うのです、
心の中で。
「一番ないのは『やる気』がないん
ですよ」
。やる気がなくて民間の繁栄はない。
皆やる気の塊なのです。大小ありますがお金
を貰っているのです。やる気がなくて
「一応」
やっている。
「いちよう」も大事。胃腸も銀

杏も大事、樋口一葉も素晴らしい。でも、職
員の
「一応」
はダメなんだ。やってるフリはダ
メ。成果を上げないとダメなんだ。小池都知
事は雲の上の存在ですけれども、
「わくわく」
とか「成果を上げる」とか。一年で２回も３
回もこれもこれもこれもこれもと。私の方が
トップとしては先輩なので、
「私の事をやって
いるな」というふうに思っています。何かと
言うと、都知事だろうが大阪のどなたかでも
私は負ける気はしないのです。人間の力量と
いうのは、無い力量でも「最初から臆してど
うするんだ」っていう気持ちです。
「日本で
一番の市長」ってもう言っちゃったんです。
気がおかしいのです。おかしいヤツはおかし
い事をしないとまたもっとおかしくなっちゃ
う。ですから、今、市の職員が完全に変わり
つつある。
皆さんに、これは私が決めた事じゃなくて
「何か飯能市は起こりつつある」
「起こったよ
うな感じがする」っていうのは、若い女性、
お母さん方が行政に参画してくれている事。
これは何かと言うと、皆さんみたいに行政に
興味がある方が応援して下さるだけではない
のです。０歳から１００歳までの方々、皆に
飯能市・行政に目を向けて頂く。簡略化も止
める。「トクホ」とか「ウンキョウ」とか。
知ってるから言うんじゃない。「３つのＣ」
「うれしい」
「たのしい」、さらに皆さんの評
価で「素晴らしい」が付く。皆さんみたいな
行政に精通された方のみでなく８万有余の方
が、分かり易い言葉で、行政との隙間もない
境も垣根もないというのが、市長のやる事だ
というふうに思っています。
そして、いろいろな事を昨年もやらせて頂
きました。前後しますが、浄化センターの太
陽光発電。１日約２５万円、何もしないで稼
いでくれるのです。去年の９、１０月、太陽が
無くなったかと思う位の大雨だったのですが
それでも約１億円稼いでいる。管理はないの
です。全部委託で、儲けだけが私のところに
入る。自主財源を稼ぐ。
「税金で食ってるんだ
ろう」
、確かに。でも、税金だけだったら誰
が市長になっても同じなのです。独自財源で
お金を稼がなければ市長じゃない、と今思っ
ています。一般的な市民税・法人税を頂いて
満足していいのか。皆さんのようにお金持ち
が潤沢な生活をする事が飯能市民のしあわせ
に繋がる。その前は、切り詰め切り詰め、カ
ットカットと。私は床屋さんではありません
から「カットしない。なるべくなら使うもの
をドーンと使えよ」と。今回の事業も１０００
万円ではかえってマイナスになるので３０００
万円にドーンと。何の根拠もないのです。で
も私は３億稼げると思ってますから使うもの
はドーンと使うのです。お金を稼ぐのです。
まさに飯能市も民間と同じ気持ちでやってい
ると思っていますので、お金を稼がないと市
民生活は良くならないのです。
だから市長というのは、もう一度考え直す
と「お金を稼げる」
、汗をかいて稼ぐのです。
「嫌な事は全部、副市長に」と副市長の前で
言っていますが、言えるようになるまで時間
が掛かりました。それ位大胆でないと大きな

日本で一番の市にならないのです。稼ぐので
す。大胆な気持ち。何か兆しが向いてきたな
と。飯能市民は気分が良くなければいけない
のです。
「どうせダメだろう」から「はい、す
ぐ行きますよ」
と。気分を良くして頂く。
最新の資料から。本年３／２５から始まる
Ｓ－ＴＲＡＩＮ。飯能～横浜、指定席。画期的
なのです。２年前、横浜高速鉄道の社長、西
武鉄道の社長と、新宿歌舞伎町で三者会談。
お酒を飲みました。女房に「金貸してね」と
言って返してないのですけれども、パーッと
やった。その時に頼んだのです。
「レッドア
ローを飯能から横浜まで」
と。
大河原工業団地、１００％。９／３０現在、
１５，
６２３１，
８７３９円、飯能市の税収が増えて
います。上下水道、市民税、都市計画税、固
定資産税もです。まだまだこれから入りま
す。いろんな事をやってもらっています。
ふるさと納税。返礼品は、墨田区からのグ
ラス２７０件。
「キタムラ」のバッグ１４００
件。去年の１２月で１億５０００万円。
「重慶飯
店」中華おせち９０件、５４０万円。タカシマヤ
全国２０店舗でも２００位なのです。社長と部
長が来飯、御礼がありました。「キタムラ」
レディースバッグ６万円２００件、１２００万円。
メンズバッグ８万円が９０件、７２０万円。市
長をやらないで民間になってどんどん儲けれ
ばいいなと思ったのですけど「ゆきやなぎ」
もそれまでは行ってませんけど
（笑）
。
市民の皆さんのしあわせに繋がるのです
ね。これで満足していません。関東で３番。
入れば入る程ニコニコしているのです。家に
帰ってもブスッとしていたのですが「この頃
はお父さんニコニコしてるね」って。
西武ハイヤーの売上、前年比３％アップ。
減少がプラスに転じた。ヘリテイジも前年比
１０％アップだそうです。ロータリーの皆さ
んのお蔭と思っています。何かが起こってい
るのです。観光だけでなく経済もうまくいっ
ているような感じが私はしているのですね。
ですから「何か事を起こす」というのは汗を
かけば私は出来ると思っています。判で押し
たような事をやっていると「消滅可能性ナン
トカ」になっています。露骨にしっかりと態
度に出さなくてはいけない。
福祉の方も今、すごいのです。日本で一番
二番になっている。中央大学大学院のトップ
の教授から私に御礼の手紙が来ました。市民
後見制度で４人のメンバー、聴講生を飯能市
から送っています。
飯能市が単なるメッツァ人気だけではなく
しっかりと腰を据えて汗をかかせて頂いてお
ります。是非皆様にもその思いをもって大き
な力になって頂きたいと思うのです。と言う
のは、まだ職員でも他人事だと思っているの
が居るんです。
「公務員ってこういうものだ
とか誰が決めるんだよ（私が決めるんだ）」
「誰が市長になっても同じだ（同じではない）
」
。
「発展都市」
と私が勝手に決めたのです。
「消
滅可能性」
から去年は「発展可能性」
、次は何
かと言うと「発展都市」なのです。
某大学で取材を受けました。
「日本一の飯
能市に。画期的な取り組みで注目を集める地

方創生のリーダー」こんな事はどうでもいい
のです。
「固定観念にとらわれない行動派」
こ
んなのもどうでもいい。これが大事なのです
「言葉を発する度に冗談が交じり笑いが巻き
起こる」
。
「やっぱり吉本興業に入ればよかっ
た」と私、思ったのですが、かっこ書きに
「『こんな市長さん見た事ない』と誰もが思う
に違いない」
。私は「してやった」と思った
のです。判で押したような市長ではなくて
「こんなおかしい市長は見た事ない」
と。皆様
にそう思って頂くのが市長として私は素晴ら
しいと思っているのです。自画自賛というの
は、誰が見ても注目を浴びるようなおバカを
する事が今、私に求められている事だという
ふうに思っています。家に帰って女房の前で
はドキドキしますけど他へ行ってはおたおた
しないようにしているのです。
これが、お願いしてご寄付頂いた西川材の
名札。私は顔ですから常にこれをやって行こ
うと。飯能市が日本で一番になりたい。なら
せてよ。そのためには私は何でもしますか
ら。金儲けは皆さんの方が得意でしょうけれ
ども、役所の金儲けっていうのはオレに任せ
ろよと。という事は皆さんにまたご寄付に行
くかも知れません
（笑）
。
「そうだいな、財源
必要だな」と納得して頂いた方には是非来年
度、とんでもない事が起こるのです。皆さん
のお力で是非日本一の飯能市政にしたいなと
いうふうに思ってます。
「こんな広報なんて」と皆に言われています
がものすごく評価高いのです。私が責任をと
るからと。楽しいかなと私は思っています。
もっともっと面白い話があったのですが、
また次回にさせて頂きまして、独演会を今度
はさせて頂ければ
（笑）
有難いというふうに思
っております。これは私の得意分野ですので
もうベラベラいきますけども。
今年も是非ロータリーの皆様の限りないお
力を賜ります事、そしてまた、ロータリーの
際限のないご繁栄を心よりご祈念申し上げ、
皆さんの思いの通りいきませんでしたけれど
も、たいへんドキドキしました。是非これか
らも飯能市とロータリーさんが素晴らしい関
係になるようご祈念申し上げ「たくわん」の
言葉とさせて頂きます。
今日はこのように素晴らしい機会を頂けま
した事、有難うございました。

（ 月間テーマ
月

日

例会数

世界理解月間 ）

行 事 予 定

当 番

［担当委員会］

【四つのテスト】

齋 藤 君
卓話「天からの宿題２０１７
丁酉一白水星歳の考察」杉 田 君
東京ワセダＲＣ 源
真里 様［ Ｒ 情 報 ］
【結婚・誕生日祝】
沢 辺 君
卓話「(未定)」
坂 本 君
［環境保全］
土屋
（良）
君
卓話「飯能ＲＣ親睦旅行の
ＰＲ及び下見報告」 田 辺 君
飯能ＲＣ
（親睦活動委員長）前島宏之会員［プログラム］
休

会

（ＩМによる振替）

