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インスピレーションになろう

ＲＩ会長 バリー・ラシン
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

茂 木
正
細 淵 克 則

「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」
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幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 吉田（健）君、矢島（巌）君

島田会長
我等の生業 四つのテスト
大久保 勝様

【会長報告】
１２日（土）都内での結婚
式に飯能市長、議長と一
緒で、途中、池袋駅前の
ムーミンのアンテナショ
ップを案内して頂きまし
た。朝の１１時前でした
が５０坪程の店内のレジ
８台にお客さんが並んで
いました。３月以降、飯
能も変わるんだろうなと
感じました。
残念な報告ですが、中里光伸会員がご家庭
の事情で１２末日付で退会されました。
２０日（日）ＩＭには４０数名、懇親会まで登録
して頂いているとの事で、大変嬉しく思って
おります。
当日よろしくお願い申し上げます。
【幹事報告】
父の葬儀に際しましては大勢の方にご厚情
を賜りました。御礼申し上げます。
新入会員について資料を配付。何かありま
したら１／２２までにご提出ください。
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・２／２８（木） 夜間例会 点鐘１８：３０
（定款８―１―Ｃ）
・３／２１（木） 例会取止め
・３／２８（木） 夜間例会 点鐘１８：３０

【委員会報告】
◎親睦活動委員会
吉澤君
飯能日高合同夜間例会３／２７点鐘１８時、
ヘリテイジ飯能６Ｆ。多数のご参加をお待ち
しています。
◎出席向上委員会
加藤君
（本庄）
。
南口８時発。
３０日
地区大会４／１４
の例会までに出席の提出をお願い致します。
◎雑誌委員会
坂本君
「ロータリーの友 １月号」横組、職業奉仕に
ついて１０頁にわたる特集。縦組Ｐ１５「私と
ロータリー」入会して良かった事１５項目、悪
かった事３項目。
増強もこういった事を含めて
考えながら進めていきたいと思っています。
【出席報告】無届欠席・ＭＵなし 鈴木出席向上委員
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【結婚・誕生日祝】
吉田（武）親睦活動委員
◇古希おめでとう 吉島一良君
◇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大﨑夫人

【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。
中里（昌）君、細田（伴）君
山川君、矢島（巌）君、小川君、髙橋君
大野（康）君、中里（忠）君、間邉君、坂本君
伊澤君、本橋君、加藤君、矢島（高）君
島田君、土屋（崇）君、田辺君、馬場君
神田（敬）君、吉島君
・７０才、
古希となりました。
「人生七十古来稀
なり」
と、
杜甫の言葉からきているそうです。
吉島君
・入会記念お祝い有難うございます。
服部君、間邉君、木川君
・誕生日お祝い有難うございます。
間邉君、坂本君、島田君、吉島君、山川君
・結婚記念お祝い有難うございます。髙橋君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
半田君、大﨑君
・父の葬儀にあたり皆様方には大変お世話に
なりました。
馬場君
・早退します。
杉田君
本日計５９，
０００円、累計額５７１，
００１円。
◎３０日例会当番は吉田（武）、山川会員です。
【卓
話】
講師紹介

島田会長

新年のご挨拶
飯能市長

大久保

勝様

新年あけましておめでとうございます。
昨年も飯能ＲＣの皆様より飯能市に対して
ご厚情ご交誼ご支援ご協力、全て頂きまして
感謝申し上げます。本年も昨年に倍しまして
のご支援ご厚情をよろしくお願い申し上げま
す。
「四つのテスト」市長として３つは責任を
もって出来ますが、
「真実かどうか」は皆様に
判断して頂くのが賢明だと思います。市長と
して６年目を迎え新たな決意をさせて頂いた
ところでございます。
昨年７月、約３週間の入院をし、皆様から
ご心配を頂きました。行きは女房が運転する
黒い車で、帰りは違う黒い車で帰ってくる覚
悟でしたが、元気で帰って来る事が出来まし
て、昨年は大変良い年となりました。皆様に
は感謝の気持ち以外にございません。
「メッツァビレッジ」
が開園しました。
１１／９
土日祝には、
国際興業バス３０本、
西武バス４０
本、イーグルバス１８本と、合計１日８８本の
メッツァ行きバスが運行されています。誤解
もあるようですが、市はメッツァの運営では
なく投資をしています。また、駐車場の公衆
トイレ設置費用の５割程と周辺の市道整備費
用を負担しましたが、
それ以外、
運営には１円
も出していません。民間を応援し、しっかり
儲けて頂き、その余剰分を市に拠出して頂く。
これが市政運勢の第一歩だと私は思っており
」
は約２００
ます。
茜台に入る
「松菱金属工業（株）
人の雇用をして頂けるとの事です。
「（株）椿本
チエイン」の下水工事は５年のところ２年で

行いました。私は就任当
初から「民間の繁栄」と
いう事をずーっと言って
きました。「儲かって良
かった」というまちにし
ていきたい。何かありま
したら言ってきて頂けれ
ば、喜んで、堂々とお手
伝いをさせて頂きます。
「真実」の一端を皆様に
ご披露したいというふうに思っております。
１年間で２つの公衆トイレ（飯能駅南口と
多峯主山）を設置。子どもインフルエンザ予
防接種、
おむつを無償化、等。
「公務員」だとか
「地方自治体」
だからというような気取った事
をやっていてはどんどん遅れてしまう。民間
と同じなのです。
「ふるさと納税」
も徹底的に
やらせて頂きました。１２／２４～１／６都営大
江戸線の８両編成の列車を２０種類の
「飯能市」
の広告だけにしてＰＲしました。こんなバカな
事をやっているのは飯能市長だけです。
３００
万掛かりましたが、３０００万、１億は市の懐に
入ったと思います。
「楽しみながら儲ける」と
いうのは正に皆様と同じなのです。
横浜市ではあと１０年で小中３００校を造る
との事で、そこに
「西川材」
が必要なのです。
横浜市の職員数は４万３０００人。その横浜市
と約６００人の飯能市がお付き合いさせて頂
いているわけですが、
市長は「１人」なのです。
おたおたしません。負けません。
「うれしい・たのしい・すばらしい」３つの
「Ｃ」がありますが「かなしい・くるしい」も
必ずある。そこに、市長の
「元気」
と
「電気」
の
明るさを職員も必要としているのです。皆様
にも限りないお力添えを賜りたいと思ってい
ます。
いよいよ今年は吾野に
「奥武蔵創造学園」
が
出来ます。
素晴らしい名前です。
発展的統合で
すから、残された学校には都内から企業を誘
致し管理から全てを行って頂くつもりです。
「有害鳥獣駆除」職員が朝４時頃から行って
頑張ってくれています。原市場地区でもサル
の追い払いが出来ました。今年は特に山間地
域に力を入れたいと思っています。山が良く
なければ下流域は絶対に良くはなりません。
順番を間違えてはいけない。
「良くなったな」
と思う人の多い所から、財政的に魅力のある
所から、手を付ける。これは市長である私の
判断です。職員のリモコンにはなりません。
イヤな事は全部、副市長に任せています。
「メッツァ」
の誘致だけでは満足していません。
次の事を水面下でやらせて頂いております。
是非皆様にはご期待と応援をして頂きますよ
うお願い申し上げます。
飯能ＲＣの際限無いご発展を心よりご祈念
申し上げ、皆様への心からの感謝のご挨拶と
させて頂きます。どうぞ本年もよろしくお願
い申し上げます。
２０１７-２０１８年度 ＲＩ 第２５７０地区

第３グループ

日 会場：ホテルヘリテイジ飯能ｓ
ｔ
ａ．点鐘１４時 ホストクラブ：入間ＲＣ

