
・点　鐘　髙橋会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト唱和　神田（敬）職業奉仕委員長
・卓　話　大久保智美様

【会長報告】
　本日、第１２回理事会を開催。吉田行男会員にご尽
力頂いた飯能ＲＣのゆるキャラ「笑顔の紳士君（へ
へへのしんし）」をクラブの象徴として大切にし、
ＨＰにも掲載したいと思います。「飯能ＲＣ図書室」
は個人情報保護のため現在、暫定的にパスワード
を設けていますが、一部削除を行った上で一般に
公開出来るか検討中。毎年１万５、６千人の参加者
があった「飯能新緑ツーデーマーチ」は５千人限定
で３年振りに開催。当ＲＣは「ロータリー奉仕デー」
の一環として参加します。日高ＲＣと共同で受付
とミネラルウォーターの配布を行い、８千本のう
ち６千８００本をＲＣから寄贈します（１６日、飯能市
への寄贈式）。６月、今年度最終の会長幹事会は
当ＲＣが和泉ガバナー補佐と担当します。
　新型コロナ対策の海外渡航レベルは３から２に
引き下げられました。油断は禁物ですが、活発な
経済活動が再開出来るよう努めたいと思います。

【幹事報告】
　第１２回理事会で前回議事録を確認。ゆるキャ
ラの資料は来週配付します。各委員長は５月中に
会計処理をお願いします。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・６／１４（火）　移動例会
・６／２１（火）　定款の規定により休会
・６／２８（火）　最終夜間例会

【委員会報告】
◎ロータリー情報委員会　　　　　　　　島田君
　６／１炉辺会談。入会３年未満の方、クラブ奉仕

関係の方（本年度・次年度）、中身の濃い会談を目
指しておりますので全員のご出席をお願いしま
す。来週までに出欠をご提出下さい。
◎環境保全委員会　　　　　　　　　　鈴木（康）君
「飯能新緑ツーデーマーチ」５／２９（日）小雨決行。
市役所中央玄関前１０時集合、１０時半出発。精明
コース約５ｋｍに参加します。本日申し込みです。
◎次年度幹事　　　　　　　　　　　　　市川君
　本日より３日間、次年度座談会。計画書は５／１８提
出締切。第１回理事会への出席をお願いします。

◎米山功労者表彰　　市川昭会員

◎次年度会長　　　　 矢島（高）君
　３／１２（ウエスタ川越）地区ロー
タリー財団セミナー。島田次年度
財団委員長と参加。４／２（ウエス
タ川越）ＰＥＴＳ。４／９財団勉強会

（オンライン）。４／２６次年度役員委
員長顔合わせ。２３名の参加有難
うございました。５／７地区研修・協議会（zoom）１１名
参加。勉強になった事を活かして頂きますようよ
ろしくお願い申し上げます。

【出席報告】無届欠席２　 大野（正）出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】
４／２１（第３Ｇ）髙橋君

【結婚・誕生日祝】　　　 小谷野（大）親睦活動委員
◎入会記念日おめでとう
　吉田（健）君、吉田（武）君
◎結婚記念日おめでとう
　福島君、加藤君、町田君、五十嵐君、大崎君
　森田君

◎会員誕生日おめでとう
　吉田（行）君、鈴木（勝）君
◎夫人誕生日おめでとう
　藤原夫人、土屋夫人、沢辺夫人、吉田（行）夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・大久保智美様、今日の卓話よろしくお願いしま
　す。　　　　　 細田（伴）君、矢島（巌）君、加藤君
・入会記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　 吉田（健）君、杉田君
・結婚誕生日お祝い有難うございます。
　杉田君、大﨑君、加藤君、五十嵐君、本間君、町田君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　 土屋君、吉田（行）君
・誕生日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　 吉田（行）君、本間君
・欠席時にお祝い有難うございました。佐々木君
・早退します。　　　　　　　　　　　　吉島君
本日計５６，０００円、累計額７６３，０００円。
◎１８日例会当番は塩川、佐々木会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　前島国際奉仕委員長
「飯能日高テレビ」でお馴染みです。１９６７年生まれ。
東海大学菅生高等学校在学中より司会業を始め、
川崎のプロダクションに所属。各種イベント等で
司会を務め、その後、代官山のプロダクションに移籍。
資生堂キャンペーンＤＪ、幕張メッセ等のナレーター、
文化放送アシスタントをされた後、２２歳でフリー
ランスに。現在、飯能、青梅のＣＡＴＶの番組キャス
ター。ＮＨＫ「いっと６けん」埼玉県レポーター。
舞台、パーティー、皇太子殿下の植樹祭、心臓外
科・脳外科のカンファレンス、東京都や埼玉県で
のイベント等で司会をされています。

　２０１２年９月に卓話をさせて頂いた時、錚々たる顔
ぶれの前で話をする緊張感から、「お引き受けする
のはもうやめよう」と思ったものの、記憶力の低下、
学習能力の無さ、「ミスター飯能まつり」の前島さ
んが委員長という事で講師を買って出る事になり
ました。前回、アナウンサーとキャスターの違いに
ついて、前者は物事をそのまま間違いなく伝え
る、後者は自分の信念や意見を交えながら伝え
る、とお話して、私はアナウンサーにはなれたかな
と思うがキャスターには未だなれていないと申し
上げました。１０年経ち全く同じ意見のまま「キャス
ターからみた飯能」の題目でお話させて頂きます。
仕事柄「確実性」が重要だと思っています。
　飯能で番組を持たせて頂いて２６、７年。私の地元
青梅で「飯能に魂を売った女」と言われながら、いつ
かは飯能に住みたいと思っています。「飯能は都会
だ」と青梅の人は皆言いますが、電車だと拝島経
由で１時間超。近くても遠く感じるまち飯能です。
　イーロン・マスクさんが一昨日、「日本はいずれ
存在しなくなるだろう」とツイートしました。日本
の総人口が前年度より６４万人減少したとの記事
に対してのものです。昨年度、飯能市の出生数は
４３５人（死亡者数９１３人）。日高市２６４人（５８８人）。
倍近くの方が亡くなっています。入間市７６１人

（１４３８人）。青梅市６３１人（１７３０人、約３倍）。人口
減少の要因についていろいろ言われる中、私達の
年代の主婦層が言うのは「子どもって１８歳から
お金がかかるのよ」。１２年前に夫を亡くし、頂い
ていた遺族年金も下の息子が１８になり３月で終

わりました。共稼ぎのご夫
婦でも、入学金の都合はつ
けられても授業料や交通
費、小遣い等の捻出までは
難しく、奨学金を借りるお
子さんが多い。返済は貸与
終了月の翌月から数えて７
か月目から開始されます。
結婚式の司会でも「お子さ
んは何人位欲しいですか」
という質問が今はなかなか
出来ません。「自分も妻も奨

学金を借りていて、毎月６万８千円を返済しなけ
ればならず、子どもは…」という方が多かったの
です。初任給は大卒で約２１万２千円、高卒で１
６万７４００円。手取り平均１６～１８万円の中から返
済していくのはお子さん達にとっても負担です。
　この奨学金の返還支援を行うところが企業や自
治体の中で少しずつ増えています。看護系、介護
系、個人の歯科医院、建設業、等。条件付きで一
部もしくは全額肩代わりしてくれます。熊谷市で
は市内に就業したら利子額最大３万円までを１０
年間支払ってくれます。新潟県Ｕターン促進奨学
金返還支援は１０年間、助成金が交付されます。
地方からの学生も多い駿河台大学と市がタイアッ
プして「飯能に残ってくれたら奨学金の利子額を
払う」「半額免除する」等、付加価値を付けていく事
がこれからの時代、大切なのではないでしょうか。
　女優の高木美保さんは現在、栃木県で農業を営
んでいらっしゃるのですが、飯能で講演された
時、飯能の印象を「都会田舎」と表現されたので
す。池袋にもすぐ行ける。必要なものも揃う。十
分都会よね。でも、人間が必要とする、日本人が
ふるさとって思えるような田舎がたくさん残って
いる。便利なんだけれども田舎を感じられる。
　リモートワークが増え、都内に住む必要が無く
なった。人間らしい生活環境の中で暮らそうかと
思っている方にとって飯能はとても魅力的なので
はないかと思います。そういった意味でも付加価
値が大切になってくるのではと思っています。
　２０２０年に他界された心理学者の井上勝也先生
に「生きがい」について伺った事があります。「生き
がい」を幸福感、やりがい、魂が喜ぶものと思って
いる方が多いけれど、幸福感ではなく、むしろ緊張
感なのではないか。満足感ではなくハングリーな
もの。朝起きた時に「これをやらなきゃいけない。
あれもやらなきゃいけない」。そういった緊張感が

「生きがい」になっている人が日本人には多いとい
うお話をされていました。
　２０２０年１２月に対談させて頂いた埼玉医科大学
国際医療センター精神腫瘍科教授で精神科医の大
西秀樹先生も、「生きがいを失う」と言うが、失う
事で元気が無くなってきてしまうのは、その方に
とっての「幸せな生きがい」。それに対し、緊張感
なりハングリーさを必要とする「生きがい」をもっ
ている方は「失った」とは思わず次の「生きがい」を
見つけていく事が出来る。「胃の調子が悪い。でもど
こを調べてもどこも悪くない」という方が最終的に
来るのが精神科で、うつ病と診断される事が多い。
自分では大丈夫と思っていても精神的に弱ってい
る部分があるというのが現代人なのだそうです。
　この「生きがい」というものを皆様は若い人達に
与えていって頂ける立場の方々だと思っています。
飯能のまちに付加価値を付けて、なお一層元気な
まちにして頂きたい。飯能から祭囃子の音を絶や
してはいけないと思います。私から見て飯能はタ
テにもヨコにも繋がりをもっている地域で、それ
が何よりの強みではないかと思います。
　私達も「飯能日高テレビ」として微力ながら皆様
にさまざまな良いニュースも報じていけたらなと
思います。今後ともよろしくお願い致します。
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由で１時間超。近くても遠く感じるまち飯能です。
　イーロン・マスクさんが一昨日、「日本はいずれ
存在しなくなるだろう」とツイートしました。日本
の総人口が前年度より６４万人減少したとの記事
に対してのものです。昨年度、飯能市の出生数は
４３５人（死亡者数９１３人）。日高市２６４人（５８８人）。
倍近くの方が亡くなっています。入間市７６１人

（１４３８人）。青梅市６３１人（１７３０人、約３倍）。人口
減少の要因についていろいろ言われる中、私達の
年代の主婦層が言うのは「子どもって１８歳から
お金がかかるのよ」。１２年前に夫を亡くし、頂い
ていた遺族年金も下の息子が１８になり３月で終

わりました。共稼ぎのご夫
婦でも、入学金の都合はつ
けられても授業料や交通
費、小遣い等の捻出までは
難しく、奨学金を借りるお
子さんが多い。返済は貸与
終了月の翌月から数えて７
か月目から開始されます。
結婚式の司会でも「お子さ
んは何人位欲しいですか」
という質問が今はなかなか
出来ません。「自分も妻も奨

学金を借りていて、毎月６万８千円を返済しなけ
ればならず、子どもは…」という方が多かったの
です。初任給は大卒で約２１万２千円、高卒で１
６万７４００円。手取り平均１６～１８万円の中から返
済していくのはお子さん達にとっても負担です。
　この奨学金の返還支援を行うところが企業や自
治体の中で少しずつ増えています。看護系、介護
系、個人の歯科医院、建設業、等。条件付きで一
部もしくは全額肩代わりしてくれます。熊谷市で
は市内に就業したら利子額最大３万円までを１０
年間支払ってくれます。新潟県Ｕターン促進奨学
金返還支援は１０年間、助成金が交付されます。
地方からの学生も多い駿河台大学と市がタイアッ
プして「飯能に残ってくれたら奨学金の利子額を
払う」「半額免除する」等、付加価値を付けていく事
がこれからの時代、大切なのではないでしょうか。
　女優の高木美保さんは現在、栃木県で農業を営
んでいらっしゃるのですが、飯能で講演された
時、飯能の印象を「都会田舎」と表現されたので
す。池袋にもすぐ行ける。必要なものも揃う。十
分都会よね。でも、人間が必要とする、日本人が
ふるさとって思えるような田舎がたくさん残って
いる。便利なんだけれども田舎を感じられる。
　リモートワークが増え、都内に住む必要が無く
なった。人間らしい生活環境の中で暮らそうかと
思っている方にとって飯能はとても魅力的なので
はないかと思います。そういった意味でも付加価
値が大切になってくるのではと思っています。
　２０２０年に他界された心理学者の井上勝也先生
に「生きがい」について伺った事があります。「生き
がい」を幸福感、やりがい、魂が喜ぶものと思って
いる方が多いけれど、幸福感ではなく、むしろ緊張
感なのではないか。満足感ではなくハングリーな
もの。朝起きた時に「これをやらなきゃいけない。
あれもやらなきゃいけない」。そういった緊張感が

「生きがい」になっている人が日本人には多いとい
うお話をされていました。
　２０２０年１２月に対談させて頂いた埼玉医科大学
国際医療センター精神腫瘍科教授で精神科医の大
西秀樹先生も、「生きがいを失う」と言うが、失う
事で元気が無くなってきてしまうのは、その方に
とっての「幸せな生きがい」。それに対し、緊張感
なりハングリーさを必要とする「生きがい」をもっ
ている方は「失った」とは思わず次の「生きがい」を
見つけていく事が出来る。「胃の調子が悪い。でもど
こを調べてもどこも悪くない」という方が最終的に
来るのが精神科で、うつ病と診断される事が多い。
自分では大丈夫と思っていても精神的に弱ってい
る部分があるというのが現代人なのだそうです。
　この「生きがい」というものを皆様は若い人達に
与えていって頂ける立場の方々だと思っています。
飯能のまちに付加価値を付けて、なお一層元気な
まちにして頂きたい。飯能から祭囃子の音を絶や
してはいけないと思います。私から見て飯能はタ
テにもヨコにも繋がりをもっている地域で、それ
が何よりの強みではないかと思います。
　私達も「飯能日高テレビ」として微力ながら皆様
にさまざまな良いニュースも報じていけたらなと
思います。今後ともよろしくお願い致します。

キャスターからみた飯能

大久保 智美　　様(さとみ)


