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桜の中央公園と天覧山

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
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「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」

第

例会

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
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事務局：東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内
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幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 細田（吉）君、石井君

島田会長
我等の生業
笠間秀行様

四つのテスト

【会長報告】
石井先生、
大木先生、
平沼会員が体調を崩さ
れ休会。
この時期、
十分気をつけて頂きたいと
思います。木川先生は退院され本日ご出席。
安藤会員もすごい笑顔で出席されています。
１２日、
大野（正）会員のお父様、
大野勝男パス
ト会長のお通夜に参列。１３・１４日、
地区大会
には大勢ご出席頂き有難うございました。会
長幹事は前日から泊り込みで研修を受けて来
ました。
５／１２からの親睦旅行はベトナム訪問
もダブったのですが毛呂越生ＲＣ５０周年とも
重なり、
参加を丁重にお断りしたのですが、
実
行委員長からお電話まで頂きましたので急遽
矢島（巌）、小川、和泉パスト会長に代表として
出席して頂く事になりました。よろしくお願
い申し上げます。
【幹事報告】
地区大会１３日、ＲＩ会長
（代理）
ご夫妻歓迎晩
餐会は長時間にわたるものでした。その夜は
会長と２人で本庄の夜の勉強会、本庄の良さ
を満喫しました。１４日は、加藤委員長中心に
バスで来て頂き、陸上自衛隊第１音楽隊の素
晴らしい演奏、
森本敏氏の記念講演を聴き、
帰
飯後
「日日香」
で反省会、解散となりました。
欠席された方、
プログラムをお持ち帰り下さい。
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
中山君
親睦旅行参加費は銀行振込か吉澤委員長ま
で。締切２６日。よろしくお願いします。

◎次年度幹事
中里（忠）君
次年度座談会は２３・２５・２６・２７日「ヘリテ
イジ 飯能ｓｔａ．
」
内。当日欠席は不可です。
【出席報告】無届欠席０

鈴木出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
３／１５（日高）吉澤君
３／１６（地区）土屋（崇）君
【結婚・誕生日祝】
都築親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
安藤君、島田君、土屋（良）君、髙橋君
坂本君、大野（泰）君、新井（康）君
◇結婚記念日おめでとう
石井君、増島君、矢島（巌）君、小川君
吉田（武）君、前島君、新井（康）君
◇会員誕生日おめでとう
１本橋君、１７伊澤君、１８大附君
２１大野（泰）君、２３沢辺君
◇夫人誕生日おめでとう
６柏木夫人、坂本夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・笠間管区長様、本日は卓話よろしくお願い
します。
本橋君、坂本君、加藤君
・４月８日、
ホールインワン達成出来ました。
遅咲きのゴルフ人生にお釈迦様が華を添え
て下さいました。
中里（昌）君
・中里（昌）さん、８３才にてホールインワン、
おめでとうございます。
山川君

・先日、４商工会議所正副会頭専務理事ゴル
フコンペにおいて主催者にもかかわらず優
勝させて頂きました。お蔭様で神様が何か
と助けてくれております。
矢島（巌）君
・結婚記念お祝い有難うございます。
吉田（武）君、小川君、新井（康）君、前島君
矢島（巌）君
・入会記念お祝い有難うございます。坂本君
新井（康）君、安藤君、島田君、土屋（良）君
・誕生日お祝い有難うございます。
大附君、本橋君、伊澤君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
坂本君
・体調不良のため連続欠席致しました。大木君
・遅刻しました。
細田（伴）君
・早退します。
安藤君
本日計７１，
０００円、累計額８４５，
００１円。
◎２４日例会当番は和泉、市川会員です。
【卓
話】
講師紹介
坂本雑誌委員長
現在は西武鉄道（株）所沢管区長として所沢
管区
（所沢～狭山ヶ丘、
下山口～西武球場前の
沿線）を統括されていますが、この３月まで
は飯能管区長を務められていました。

西武鉄道（株）の安全と地域連携
西武鉄道株式会社
運輸部 所沢管区長

笠間秀行様

〔プロジェクター使用〕
１９８０年の入社後、国分寺駅に配属。硬券の
切符を売っていた時代でした。２年経験した
後、
乗務員
（車掌）
として９年間。運転手・車掌
に指導をする鉄道係員養成所の専任教師を６
年間やり、４００名位の乗務員を育てました。
その後、従業員組合の専従を６年間。本社、
西武新宿駅長と勤め、２０１０年から練馬管区
長、上石神井、飯能と勤めました。飯能での
３年間は商工会、観光協会の皆様をはじめ地
域の皆様方にお世話になりました。
１９１２年、当社の前身、武蔵野鉄道が資本金
１００万円で設立。１９１５年、
４３．
７ｋｍ（池袋～
飯能）の汽車による営業が開始。１９４５年、新
宿線、多摩湖線、国分寺線と合併。１９４６年、
西武鉄道（株）に社名変更。幹線２、
支線１１路線、
営業キロ１７６．
６ｋｍ、輸送人員１８０万人／日。
旅客駅数９２駅。従業員３６００人。西武グルー
プ全体で２万３千人。２００４年に上場廃止と
なり、苦しい時期には不採算路線や球団の売
却の話も出ました。
２０１４年、西武グループと
して再上場させて頂きました。
「グループ理念」
地域・社会の発展、環境の保全に貢献、安全
で快適なサービス。お客様の新たなる感動の
創造に誇りと責任を持って挑戦。
「グループ宣
言」誠実、共に歩む、挑戦。「スローガン」
でかける人を、ほほえむ人へ。
どちらかと言うと川越、秩父に力を入れて
きた中で、メッツァの飯能への誘致が決まり、
グループ
の長期戦
略として
宮沢湖一
帯を「緑
溢れるエ
リア」と
位置付け
て、都市

交通、沿線事業の推進を
図りました。玄関口とし
ての飯能駅リニューアル
は著作権の問題でムーミ
ン一色というわけには行
きませんでしたが、フィ
ンランド独立１００周年と
たまたま重なり、大使館
に話を持って行ったとこ
ろ一緒に事業を進めたい
という事になりました。
私も審査員の一人だったのですが、フィンラ
ンド国内から１３社の応募があり、予算内で
最優秀となったのが
「ネオアーク」
社のデザイ
ンでした。自然環境のサイクルと人間の動き
を対比させ、観光客も住民も行きたい方向に
誘導出来る環境を作るというコンセプト。特
急ホームは冬、１・２番は春、３・４番は夏の
イメージ。３Ｄで木をカット出来る所は全国
に４社しかないのですが、西川材を秋田の工
場に持って行き、カットしてもらってから持
ち帰り、組み立てました。飯能駅の副駅名は
「ムーミンバレーパーク前」
。
上から吊るされた
造形物は重量等の調査をして設置しています。
３月８日、
完成記念セレモニーを行いました。
鉄道は安全・安心・安定輸送を旨としていま
す。Ｓ６１年３月２３日、田無駅で大きな事故が
発生。
季節外れの大雪で、
ブレーキをかけても
止まらず、停車している電車に後ろから衝突
しました。乗務員も駅も、
当時は
「西武鉄道は
どんな事があっても運行するのだ」という思
いでおりましたが、
以来考え方を見直し、
安全
を最優先に運行しております。福知山脱線事
故では１０７名の尊い命が奪われ、あの時に鉄
道の安全神話は崩れ去り、どこの鉄道会社も
安全運行を最優先に取り組むようになりまし
た。昨年１月２６日、元加治～飯能間の踏切で
走行中の電車に車が突っ込む事故が発生。復
旧に数時間かかりました。つい先日は武蔵関
駅で酔ったお客様がホーム下に転落し、別の
方が下りて救助したという事もありました。
３月１６日にダイヤ改正、特急ラビューの
運行が始まりました。
ＧＷには飯能～川越間の、
普段は絶対あり得ない臨時の運行等も考えて
おります。
外国のお
客様もいらっしゃ
います。飯能に多
くのお客様がお出
でになるような、
いろいろな施策も
考えている次第で
ございます。

４月１４日（日） 地区大会
（本庄市民文化会館）

