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ロータリー : 変化をもたらす

ＲＩ会長 イアンＨ.Ｓ.ライズリー
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「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」
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幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 細田（吉）君、石井君

・点 鐘 和泉会長
・ソング 我等の生業
・米山記念奨学生 ラービアッ・ザリさん
・卓 話 大久保 勝様
◎『西川材物語―木と森と人と―』上映
【会長報告】
地区大会チャリティーゴルフ３／２８鴻巣ＣＣ。
ＲＩ認証団体「ロータリー囲碁同好会」
（本部：
韓国）
の国際大会が東京ＲＣのホストで今年は
日本開催４／２２日本棋院会館。
１４（日）次年度の
ＲＩ国際協議会が米国サンディエゴで開催。
世
界５３９地区、
日本３４地区ガバナーエレクトが
集い、
当地区より茂木聡氏も出席。次年度ＲＩ
会長バリーラシン氏のテーマは
「直感からのひ
らめき＝インスピレーション」
に決まりそうです。
ザリさんに奨学金を贈呈します
（拍手）
。
◎ザリさん：皆様のお蔭で卒業論文が上手く
出来ました。皆様の温かい心を今も強く感じ
ています。本当に有難うございます。今年も
よろしくお願い致します。
【幹事報告】
島田会員のご尊父が１月１
２日ご逝去、
１９
・
２０日
ご葬儀。例会後、
ＩＭ打ち合わせ。前回講師の
内沼様より来年熊谷開催のラグビーＷ杯公式
サポーターズクラブのバッジが贈呈されました。
【委員会報告】
◎ロータリー財団委員会
吉田（武）君
Ｒ財団海外派遣奨学生募集要項をご覧くだ
さい。地区補助金奨学生：年２４０万円、
グロー
バル補助金奨学生：４年３００万円です。
【出席報告】無届欠席０ 細田（吉）出席向上委員
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【Ｍ
Ｕ】
１／１６（日高）前島君
【結婚・誕生日祝】
神田（敬）親睦活動委員
◎入会記念日おめでとう
木川君、
間邉君、
服部君、
沢辺君、
町田君
◎結婚記念日おめでとう
髙橋君、
吉田（健）君
◎会員誕生日おめでとう
１山川君、
間邉君、
１２吉島君、
１６島田君
２４坂本君
◎夫人誕生日おめでとう
１吉田（武）夫人、
３石井夫人、
２０半田夫人
２９大崎夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・大久保飯能市長様、本日はよろしくお願い
致します。卓話有難うございます。
細田（伴）君、細田（吉）君、矢島（巌）君、木川君
山川君、間邉君、小川君、田辺君、髙橋君
服部君、馬場君、矢島（高）君、大野（康）君
神田（敬）君、吉澤君、前島君、中里（忠）君
伊澤君、加藤君、和泉君、島田君
土屋（崇）君、土屋（良）君、市川君
・入会記念のお祝い有難うございます。 木川君
間邉君、髙橋君、服部君、沢辺君、町田君
・お誕生日お祝い有難うございます。
山川君、福島君、坂本君
・結婚記念お祝い有難うございます。
吉田（健）君、半田君
・早退 加藤君
本日計６１，
０００円、累計額６１８，
００１円。
◎２４日例会当番は伊澤、神田（康）会員です。

【卓
話】
講師紹介
和泉会長
１９５２年生まれ、
６５歳。
旧名栗村ご出身。
県立飯能
高校、
大東文化大学経済学部ご卒業。
学生時代、
レス
リングの選手で、
引退後も１５年指導員をされました。
０３年、
名栗村会議員初当選。０５～１３年、
飯能市議
会議員
（２期）
。
１３年８月８日、飯能市長に就任。日本
一バイタリティのある市長として、
また、
日本一の飯能
市を目指して現在２期目を務めておられます。

発展都市 飯能に向けて
飯能市長

大久保

勝様

私が思うのは「小正月」って無くなった感じがしま
す。飯能市長にならせて頂き「日本一になるんだ」と
いう事を言っておりますが、良いものはしっかりと
残さなくちゃいけない、というのが、私の、いや、皆
さん同じ意見だと思います。日本独特の文化「小正
月」はあっても良かったかなと思っています。経済
と歴史はしっかりと手を繋いでいる。民間の繁栄は
市の繁栄、市の繁栄は間違いなく市民皆さんの一人
の漏れも無い幸せに繋がる、というふうに言わせて
頂いております。
いいかどうか分かりませんが、私は民間の皆さん
をぎりぎりまで応援させて頂くのが市役所の大きな
役割の中の１つだと思っております。皆さんに貴重
な税金を頂いており、当然に、我々は仕事として応
援をさせて頂く。また、市長がしっかりと応援させ
て頂くのが当たり前の事だと思っております。
「飯能市は民間ではない」と言われますが、都市間
交流というのは名目だけで、本来は、都市間の「戦
い」だと思っております。皆さんも企業間で大きな戦
いをされている。まずは自分の会社、自分の店が大
きな利益を生まなくてはいけない。きれい事で大き
な成果は上げられません。昔は「国からの交付金が
来るからそれでいいんだ」と。
でも、この時代、お金
を稼がなくては、
「住んで良かった飯能市」
「住みた
い飯能市」にならない。
「株式会社飯能市」という
思いを私以下職員がもつという事が、私に課せられ
た、トップとしての役割だと思っております。
「景気
が悪いから」
「この時代だからしょうがない」
、そんな
言葉はトップ、市長には通用しません。他の自治体
は疲弊しているが飯能市だけはいいなと思って頂け
るような市政運営をしていきたい。
昨年、墨田区と協定を結ばせて頂いた。
「２３区と
協定を結ぶ市はありませんか」と今、県で募ってい
ますが先にやっちゃいました。これは希望でありま
すが、
「視察に来て頂く飯能市」を創る事が大事だ
と思っております。
「対応日本一」まずは基本です。
視察に来て頂き「何で飯能市の職員はこんなに対
応がいいんだろう」と。市民の皆さんを応援させて
頂く気持ちがまさに民間と同じだというふうに思っ
ております。
昨年夏、キリンビールの社長と崎陽軒の社長と３
人で代官山で食事をさせて頂きました。私がキリン
ビールの社長と崎陽軒の社長にお願いし、日程調
整に約３か月。２時間半の鼎談でした。
代官山ではバナナのビール等いろいろ作ってい
ます。役員会でそれを提案したのは社長で、
「そんな
事をキリンがやっていいのか」
「誇りが無いのか」
と
言われたそうです。
私はすぐ言いました。
「私もそのよ
うにやります」
と。前例前例で世界のキリンと言われ
ていますが、過去の実績を誉れでやるような社長だ
と次の展開が無いと私は思いました。まさに社長も
その事をおっしゃいました。
「全員が
“×”
、
これはやっ
た」と。何故かと言うと「皆が
“×”
という事は新鮮な

んだ。これをうまくやれば大
儲け出来るし、注目される」
。
社長の権限でやらせて頂い
たとの事。
そんなに強引にやっ
た事は無かったが、社長は
言いなりだけではない、もっ
と躍進する、
ダントツのキリン
になるには攻めが必要。
皆の
“ダメ”
で「そうですね」と言う
ようではキリンの社長として
相応しくないのではないか
と思ったそうです。キリンの社長と私を対比するの
はゾウとアリですが、日本一になる思いというのは、
キリンビールの社長は世界一でしょうけれども、そ
の、
「野心が無ければ向上が無い」
という事が私には
確信として得られたところでございます。崎陽軒の
社長は黙ってほくそ笑んでおられ、
「私は両方やりた
い」と言われました。
「攻めも大事、
守りも大事」と。
冒頭「小正月」の話。守るものは守る、攻めるものは
攻める。その姿勢が今、飯能市に必要だというふう
に思っております。
市長として皆さんの思いの通りの事をしていると
他の自治体と同じような歩みになってしまう。
「消滅」
と言われていない自治体がある中で、同じ歩調でい
いのでしょうか。皆さんが考えられない、横浜市、墨
田区との協定を堂々と結ばせて頂きました。災害が
飯能市に無いとは言えません。いざという時、横浜
市の消防局にお世話になるためにはそのような連
携も必要だと思っています。墨田区とも災害時、
また
経済交流も含め、しっかりと連携をさせて頂いた。
戦火を免れた「キラキラ橘商店街」には２年前に行
かせて頂きましたが非常に栄えております。
「ふるさと納税」は２億４千万円に達しました。ムー
ミン×アネロのリュック９６６万円。
ヤマノススメのシャツ
８７６万円。キタムラのバッグ７８０万円、財布７６０万
円、メンズバッグ７１
０万円。重慶飯店のおせち７８０
万円。マルナカさんのお力添えでフクゾー洋品店と
も連携。崎陽軒、江戸清、松村、素晴らしい企業に
入って頂いています。市内だけで経済を流通するわ
けにはいかないのですが、皆様のお力が無いと発
展都市に辿り着かないと思っているのも事実です。
いくつもの事業が展開中。メッツァ、
トーベ・ヤン
ソンあけぼの子どもの森公園改修
（８千万円）
、飯能
河原ライトアップ、郷土館改修
（５千万円）
＝国・県か
らの資金を使っています。就任以来、職員づくり、
態勢づくりの３年間でしたが、今、
「何をしなくては
いけないか」職員にやっと分かって頂いた。
「農のあ
る暮らし」は苦戦しました。新幹線や山手線にもポ
スターを掲示。３軒が契約済、２軒が進行中です。
緑と清流だけで人が来るというのは間違いで、何か
をしっかり付与しないと来てくれません。攻めの姿
勢です。ライトアップして、昼で帰さず夜もしっかり
稼がせて頂く。玄関である飯能駅が人でごった返す
事がまちの経済を潤すと思っております。
自主財源確保と人口増。これ無くして飯能の隆
盛はありません。明日、横浜市長と２度目の面会、お
願い事をします。
「有害鳥獣対策隊」は職員からの
希望でした。
「対応日本一」
。転出の方には「飯能に住
んで頂いて有難うございました」
とお礼を伝えます。
お金を稼ぐのが市長の役割の一つだと思ってお
ります。法に則ってギリギリまでお金を稼がせて頂
き、市民の幸せを創出したい。
（日）
７
：４５～ＮＨＫ「さわやか自然百景」で
１／２８
「埼玉 名栗渓谷」が放映される予定です。
今年も攻めの市政運営、ある時はしっかりと守り
の市政運営を、皆様のお力を借りて邁進したいと思
います。ＲＣの限りないご隆盛をご祈念申し上げ、
心よりの感謝、ご挨拶とさせて頂きます。

