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・点　鐘　田辺会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト唱和　山川職業奉仕委員長
・卓　話　大久保 勝様

【入会式】
◎新入会員紹介　　　　　　　　　　　　　島田君
小谷野大典（こやのだいすけ）会員 Ｓ４８年生まれ、４７歳。
地元小中高校を卒業後、「明倫館 国土建設学院」に進
学。「日立設備工業（株）」で修業され、Ｈ１２年、お父様の

「（株）小谷野水道設備」入社。昨年より代表取締役。２年
前、会議所青年部会長として卓話された、若き青年経
済人です。私の遠い親戚ですので間違ってもいじめ
ないように（笑）、よろしくお願いします。

◎小谷野（大）会員挨拶
　分からない点が多いと思い
ますが、皆様から教えて頂き
少しずつ馴染んでいければと
思っております。どうぞよろ
しくお願いします。
◎田辺会長よりバッジ装着／
歓迎の言葉／誓いの言葉／
額・四つのテスト・バナー贈呈
／和泉ＲＣ情報委員長より資
料贈呈／森幹事より会員証贈
呈・所属発表「社会奉仕」／記

念撮影／乾杯：吉田（健）パスト会長

【会長報告】
　春本番となりましたがコロナ感染者が増加して大
変心配しております。１／６卓話予定が３度変更され
大久保市長には新年度のお忙しい中お出で
頂き誠に有難うございます。
　本年度１１人目の新入会員が誕生、心より
歓迎します。ロータリアンとして職業奉仕
の理念に基づき一層のご活躍を期待します。
　米山功労者の感謝状を中里忠夫会員に贈
呈（拍手）。今年度は米山功労者７名、財団特
別寄付７名と大変なご協力を頂きました。

「２人でぬれる相合傘」
　相合傘を禁じる小学校が近年都会に見られるよう
になった。２人では大抵２人共にずぶぬれ。１人がぬ
れ、１人はぬれない方が良く、合理的だ。しかしこの
ような合理性の裏には母親のエゴイズムがある。

「私はうちの子に傘を持たせた」「わざわざ傘を届け
た」「傘の無い子の犠牲になってうちの子がずぶぬれ
になった」「母親が悪いその子だけがぬれると良い」

「傘を持たぬ子が他人の傘に入るのを禁じて欲しい」
激しい苦情のため学校側はたまりかねて相合傘禁止
とするのだろう。けれども傘を持たずにずぶぬれに
なって歩いている同級生の横を自分だけ傘を差して
ぬれずに歩ける子は鬼のような心をもった子であ
る。人間の心ではない。そんな子どもをつくってはい
けないのに日本の学校教育はそんな鬼の心をもった
子をつくろうと思っている。
　仏教は布施の心を教えている。布施の心とは、ぬれ
ている子がかわいそうだから傘に入れてやるのでは
ない。自分一人が傘を差しているのでは気が済まぬ
から相手に私の傘に入って頂くのである。私の傘に
入って下さいと頼み、入って下さって有難うとお礼
を言うのが布施の心である。布施の心は相手を救っ
てやろうとする事ではない。相手を傘に入れても自
分も半分ぬれるから、ぬれないようにする事は出来
ない。布施の心とはお互いに半分ずつぬれましょう
という事である。そのような布施の心を子ども達に
教えてあげたい。
　物質的には整っていますが心の教育がなくなって
きたように思えてなりません。ロータリアンとして
ロータリーの心を大切に行動したいものです。

【幹事報告】
第１２回理事会開催。６／５親睦家族会。服部会員より
退会届。飯能市環境学習用品給付事業への寄付。全て
承認されました。４月のＲＣレート１＄１１０円。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・４／２６（月） 休会　定款第７条
・５／３（月）　休会　定款第７条

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

雑 誌 月 間

当 番 吉澤君、髙橋君

第 例会

ロータリーは機会の扉を開く

友達をつくろう

田　　　辺　　　　　實 森　　　　　健　　　二

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

相 原 茂 吉2570地区ガバナー

西 澤 長 次第３グループ
ガバナー補佐

天　候 晴

会　長 幹　事

例会日 水曜日（12:30～13:30）

事務局：飯能商工会議所内



・５／１７（月）　振替休会　足尾銅山植樹
・５／３１（月）　休会　細則５条
・６／１４（月）　休会　細則５条

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　　　　中山君
　４／１１（日）合同親睦ゴルフコンペ９時１０分集合。
６／５（土）親睦家族会、ご参加よろしくお願いします。

【出席報告】無届欠席０　　　　 鳥居出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
３／３１（地区）中里（忠）君　　４／３（地区）髙橋君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・飯能市長大久保勝様、本日は卓話有難うございます。大野康
　 会員、娘さん新記録おめでとうございます。　　田辺会長
・大久保市長様、本日は卓話よろしくお願い致します。
　　　田辺会長、髙橋会長エレクト、矢島（高）副会長
　　　　　森幹事、本橋ＳＡＡ、中里（昌）君、山川君
　　　　　 間邉君、矢島（巌）君、半田君、神田（敬）君
・小谷野大典さん、ご入会おめでとうございます。
　　　　　　　 神田（敬）君、小谷野（正）君、矢島（巌）君
・健康上ご迷惑をお掛け致します。早く回復していきた
　いと思います。よろしくお願い致します。　　 安藤君
・大学３年砲丸娘、飯能市スポーツ協会広報紙に載
　りました。　　　　　　　　　　　　　大野（康）君
・誕生日お祝い、主人誕生日お祝い、結婚記念日お
　祝い有難うございます。　　　　　　　　中川君
・長男高校入学、次男中学校入学です。　坂本（厚）君
・早退致します。　　　　　　　　　　　　半田君
本日計４１，０００円、累計額９１５，００１円。
◎１４日例会当番は金山、木川（泰）会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　伊澤プログラム委員長
　１９５２年生まれ。飯能高等学校、大東文化大学経済
学部経済学科卒。名栗村役場職員から、２００３年、村議
会議員。０５年、編入された飯能市議会議員となり、同年、
０９年、再選。１３年８月８日、飯能市長に就任。現在２期目。
数々の実績を上げ、地方創生をスローガンに「メッツァ」

「ＯＨ！！！」「ノーラ名栗」開所等、精力的に活動されています。

「日本で一番の飯能市になりたいよ」という思いの
丈を述べさせて頂き、皆様と素晴らしい市政を行っ
て参りたいと馳せ参じました。座右の銘は私には無
いのです。でも言わないだけであって、市長として確
実に何かをやらせて頂くという事です。先人の追随
をしていたのでは消滅可能性への一途をまた辿って
しまいます。新しい飯能を創るため、就任直後に私は
まず行政と市民の皆様との垣根を無くす事から始め
ました。「わくわく」です。子どもから女性、年配者ま
で、全市民から行政が注目されるような何かをしな
ければいけない。「楽しいな」「面白いな」という話を
市長がしていく。まずはそこからでした。
「日本で一番になるわけない」。しかしながら「消滅」
と言われた市を「発展都市」にするのに「日本で一番」
と市長が言わずに誰が言うのでしょうか。１７００有余
の地方自治体で１８５番でもすごいです。でも「日本で
１８５番になります」と言っても誰もいいと思ってく
れません。座右の銘は無いと言いましたが、私は勝手
に「日本で一番」と言い続けました。「出来るわけない」
と注目されたのです。「１番」に価値があるのです。
　日本一（人口が）大きな市は「横浜市」で、２位大阪
との差は１００万人。飯能市はその横浜と太いパイプ
で繋がれました。「日本で一番」という野心が無けれ

ば出来なかった。私の自慢な
のです。横浜市長にはお土産
に土のついたジャガイモと女
房が作ってくれた豆腐、そし
て飯能の山間地域に棲む動植
物の写真集を持参しました。

「グーチョキパー」なのです。人
には弱いものがそれぞれ必ず
ある。まずは相手を見極める
事。それによってグーかチョ
キかパーかを決めるのです。
横浜市、中華街とは現在進行形

です。真面目な難しい話は５分。楽しい話を４０分。す
ると「また来てね」というような信頼関係が生まれる
のです。「日本で一番」にするには市内の流通も大事
ですが民間を応援して市外の外貨を勝ち取る、市外
の勢いを飯能市に注入して頂く事。そしてこの入間川、
高麗川を利用して東京都心へとしっかりと躍動する
市づくりに邁進しなければいけないと思っています。
　今、断トツにメディアに取り上げられているのが
飯能市です。「責任は私が取るからやってみろよ」と
職員には常に言ってのびのびさせる。お金を使って
ＰＲしてお金を生む。いたずらにお金を使うわけで
はありません。農園付き住宅、メッツァ、ノーラ名栗、
黒舞茸、茜台と、行政と民間がしっかりタッグを組む
事が求められているのです。まず、役所は民間を応援
させて頂き、そして、市民の皆様と同じ目線で信頼を
得る。それが大事だと思います。
　私には「参った」も「弱ったな」も「くよくよ」もあり
ません。決める時は他人に相談をしません。大きな事
を決める時に相談すると「よした方がいい」となって
しまう。そんな市長では「日本で一番」にはなれませ
ん。これは独裁ではなく、根はしっかりと皆様の理解
を得るように張っています。そして住んでいる方に

「飯能市はいいわね」と言われるように、目に見える
何かをしなくてはいけない。目に見える成果を出す、
いいと思った事はしっかりとやる。人に勝つ、他の
自治体に勝つ。これが正に「発展都市」に向けた思い
です。皆様にも成果を体感して頂きたい。副市長以
下が変わっても市政はなかなか変わりづらいと思い
ます。市長が変わらないと変わらない。変わる気が
ないものは一生変わる事はないでしょう。市長は普
段は１０のうち２のエネルギーでいいのです。職員は
８。一朝有事の際は２を出すだけで職員はＭＡＸです
が、私はまだ２しか出していないので８もある。オタ
オタしなくて済むのです。人の意見も聴く事は聴き
ます。でも年に１回大胆な事をやります。良い事は
そのように変えさせて頂きたいと思っています。
　最初は多少の「しみ」が無くてはならないのです。
苦しみと悲しみ。そして最後は楽しみという「しみ」
に変えられる。その気持ちがないとパソコンと同
じ、魂の入らない政治運営になってしまいます。
「日本で一番」に飯能市はなれる。やらなければダイ
ヤモンドもただの石です。汗をかいて磨かなければ
発展都市どころかすぐ消滅都市に行ってしまう。
　飯能ＲＣの皆様の素晴らしい、本当の心のこもっ
た応援が必要です。「みんなのためになるかどうか」
これは飯能市の思いと寸分の狂いもございません。
素晴らしい地域づくりに貢献して頂けますよう、心
よりご祈念申し上げます。有難うございました。

発展都市に向けた市政運営

飯能市長 大久保 勝様
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月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

令和３年５月のプログラム
（ 月間テーマ　青少年奉仕月間 ）

福 島 君
細田（伴）君

［プログラム］

馬 場 君
藤 原 君

［社会奉仕］

加 藤 君
増 島 君

［会長・幹事・エレクト］
新 井 君
天ヶ瀬君

［クラブ戦略］

例 会 取 消
（祝日週）

卓話「イニシエーション・スピーチ」

小谷野大典会員 斗光健一会員

パストガバナー補佐

卓話「飯能ロータリーのこれから」
中里昌平会員

元スズキ副社長

卓話「ブランディング」
田村 実様

【ロータリーの目的】

【結婚・誕生日祝】【四つのテスト】

【ロータリーの友】




