
・点　鐘　髙橋会長
・ソング　英語版ロータリーソング　四つのテスト
・卓　話　内沼博史埼玉県議会議員様（飯能ＲＣ会員）

・イニシエーション・スピーチ　大津 力会員

【会長報告】
　５／１５（日）スポーツ少年団少年野球部会にカッ
プ、ボールを寄贈。１６（月）「飯能新緑ツーデーマーチ」
で日高ＲＣと共に「ロータリー奉仕デー」の一環と
してミネラルウォーター７千本を飯能市に提供、
その贈呈式が行われ、市長から御礼の言葉を頂き
ました。日高ＲＣと相談し、土日各５名、延べ１０名が
受付係として参加。２８（土）川口、天ヶ瀬、秦会員、
２９（日）大野（康）、私が担当。ＨＰの「飯能ＲＣ図書室」は
個人情報保護法に適合する頁のみを公開、他頁の
閲覧はＩＤ・パスワードで会員限定とする方向で
調整中。スマホ用ＨＰも６月中に公開、「会員紹介」
のリンクも設置。６／１３ヘリテイジ、エメラルド
ホールにて今年度最後の第３Ｇ会長幹事会です。

【幹事報告】
　第１１回理事会議事録を配付。役員、委員長は
６月のクラブ協議会で報告をお願い致します。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・６／６（月）　クラブ協議会・現新理事会
・６／１３・２０（月）　休会（細則５条）
・６／２７（月） 振替休会（６／２５最終例会）
　【委員会報告】
◎ロータリー情報委員会　　　　　　　　島田君
　炉辺会談の出欠は本日中。入会２０年以上の方が
１名、オブザーバーとして参加予定です。
◎ロータリー財団委員会　　　　　　　　沢辺君
　私と髙橋会長に加え細田伴次郎会員よりご寄付
頂く事になりました。お蔭様で今年度５人。ご協力
誠に有難うございます。
◎環境保全委員会　　　　　　　　　　　町田君
　第２０回飯能新緑ツーデーマーチには１４名が参

加予定。鈴木（康）委員長に代わり私が引率致します。
ゴール後、稲荷町「蓬莱」にて慰労会を行います。
◎次年度幹事　　　　　　　　　　　　　市川君
　本日、次年度計画書の提出期限です。６／１第１回
理事会。発表内容は事前にお知らせ下さい。
◎会長エレクト　　　　　　　　　　　矢島（高）君
　５／７地区研修・協議会がYouTube配信で開催。
１１名が視聴。zoom入室の際の不手際について地区
よりお詫び状。５／１１・１２・１３次年度座談会には
多くのご参加を頂き有難うございました。
　

【出席報告】無届欠席２・ＭＵなし　中川出席向上委員
　
　

　
　

【ロータリーの友】　　　　　　　 柏木雑誌委員
　５月号。「ＲＣはいつでも平和的な紛争解決を選び
可能な限り人々に援助と癒しを提供」「国連創設を
促し世界での平和構築のために立ち上がりました。
今こそ私達の使命を再確認し世界最大の平和推進
者としてのＲＣの役割を果たす時」とＲＩ会長。陸続
きの国にとっては１つのエリアであり、ＲＣの繋
がりはあったはず。戦火の中、どういう活動をして
いるのか。ＲＣが手を結んで少しでも力を出せた
らと願います。「平和のためのプロジェクト」対話
の呼びかけ、地雷撤去等の活動報告。「ロータリー
平和フェロー」経験を共有する事で支援の輪が広
がれば、との事です。縦組「低年齢化する子どもの
メディア漬け」一読をお薦めします。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・内沼県議様、本日は卓話よろしくお願い致しま
　す。　　　間邉君、髙橋会長、矢島（高）エレクト
　馬場副会長、大野（康）幹事、吉澤ＳＡＡ、伊澤君

・大津様、本日はよろしくお願いします。間邉君
・結婚記念日お祝い有難うございました。森田君
・妻の誕生日お祝い有難うございました。沢辺君
・飯能グリーンＣＣの理事長杯に優勝させて頂きま
　した。今後もよろしくお願いします。 小谷野（大）君
・３月から５月に、入籍、引越し、会社移転、新事業ス
　タートとあり、例会を３回欠席致しました。鳥居君
・早退させて頂きます。　　　　　　　佐々木君
本日計２９，０００円、累計額７９２，０００円。
◎１日例会当番は田辺、土屋会員です。
　

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　　　　　吉澤ＳＡＡ

　

　大久保さんが先週紹介さ
れた高木美保さんの言葉「都
会田舎」は、県の中でまさし
く飯能に当てはまると思っ
ております。飯能市の移住
促進策「（農のある暮らし）飯能
住まい」は、他の県議の質問
に対する答弁で、大野知事、
執行部が紹介する程、飯能
市は注目されています。県

「移住就業支援金等補助事業」
（過疎化指定の対象市町村に

就業、移住した方に国・県・市から補助金を支給）、これ
がほとんど使われておらずやり方が違うのではと
一昨年、一般質問。条件を下げてテレワークも可と
して頂きました。Ｒ３年度の実績で２７件中１２件が
飯能市。県からの当初予算額１千万円のうち９６０万
円をすでに飯能市では使っています。県の情報を
いち早く取り、それが市の施策として成る。これも
市と県の取り組みの一つと思っております。
　川の流域面積が全国２位「川の国埼玉」では今、
川利用のルール化を推進中。遊歩道やウッドデッ
キ等ハード面の整備を行ってきましたが、「Next川
の再生」事業では民間事業者、観光協会、埼玉りそ
な子会社「ラボたま」を中心にルール作りを行って
います。ＧＷ中、飯能河原では火気使用有料化の実
証実験を実施。「お客が減ったのでは」等言われま
したがこれは県の取り組みにもしていこうかとい
う画期的な実験でした。昨年のＧＷ、飯能河原が無
法地帯のようになり警察への通報も多くありまし
た。気持ちよくＢＢＱや河原遊びをやって頂くため
のルール作りです。結果はこれから出ると思います。
名栗「大松閣」では一棟貸切もスタート。観光客を
もっと埼玉県に呼び込みたい。また、教育面でも小
中一貫校、「わせがく夢育高等学校」、タブレット
端末等で飯能市は注目されています。皆様からさ
まざまなご意見を頂きながら飯能市の取り組みを
強く県に発信していければと思っております。
　

　
　Ｓ４６年、大津家に男４兄弟の３男として生まれ、
負けず嫌いな私は親に迷惑をかけました。さゆり
幼稚園、飯能一小に通い、西中ではテニス部、所沢高
校では野球部。駿河台大学経済学部経営情報学科
に１期生で入学して野球とアルバイトに精を出し、
それが大きな財産となりました。実践として経済
を現場で、同世代や年配の方、いろいろな方から学
べる。この４年間、あらゆる経験をしようと建築現
場の肉体労働から夜の居酒屋、スキー場、海の旅館
等、２５業種を経験。その中で芽生えたのが「スキー場

のペンション経営」という
夢でした。卒業後まず「ビッ
グホリデー（株）」に就職。念願
のスキー担当に配属され、
年末は会社に泊まり込み。
若い女性社員も多く、毎日
飲み会をやっているような
ドラマチックな３年間でし
た。その間に夢は「農業観光
ホテルの経営」に変化。当時、
食にも関心があり、自分の
所で畑を作り、安全な食材

を提供したいとの思いがありました。そして転職
を決意した時に、私の人生の転機が訪れました。
　もう５０年前位になりますが、父が市内で営んで
いた学習塾の経営が悪化。私は転職のタイミング
で、それならば父の学習塾を一緒に手伝い、３年で
また夢に戻ろうと考えました。しかしながらその
後の２５から３５歳までの間、私はさまざまな苦
しい思いをする事になりました。そこで芽生えた
のが、自分と同じように苦しんでいる人が世の中
にはたくさん居るのではないか、私がそういう経
験をしたという事はそういった人を助ける事が出
来るのではないか、それが私の使命なのではない
かとの思いで、その時初めて「政治」というキー
ワードが私の心の中に現われました。
　当然の事ながら当時の私には地盤も看板も鞄も
ございません。「力を付けなければ」と思い、さらに、
当時好きだった女性から「さりげない魅力をもっ
た人になってください」と言われてフラれた時に

「どうにかして自分を磨かなければいけない」とい
う強烈な思いから、いろいろな方に助言を頂き、
飯能消防団に入団、飯能ＪＣにも入会。敬愛して
やまない先輩方、仲間、後輩と出会う事が出来、大
きな財産を得たと思っております。その中で飯能
愛が増大。魅力ある飯能をつくりたい、衰退を止
めたいとの思いから、Ｈ２５年、ご支援を頂いて
４１歳で飯能市議会議員となりました。現在３期
目です。議員として真っ先にやりたかったのが移
住政策で、耕作放棄地を活かした政策を考えまし
た。農地所有者は農地法の関係でなかなか土地を
手放せない。一方で、都心には「農のある暮らし」
に関心をもつ若い方が一定数居る。両者を行政が
マッチングする事で解決出来ないかと議会で提案
し、その後、政策を実現して頂きました。「飯能住ま
い」制度も６年目となり、５０組超が南高麗地区に
移住されています。
　そして今、飯能市の将来的な大きな政策として

「森林環境教育」を考えています。子ども達に環境
の大切さを体感してもらうというもので時代は追
い風です。Ｒ６年から「森林環境税」が開始され、日
本全体で年間６００～７００億円の財源が確保され
ます。飯能市は分配される税金で山の手入れや間
伐、林道整備等行うのですが、注目しているのはそ
の税金が山をもたない自治体にも入るという点で
す。東京や横浜等、大きな人口を抱える自治体では
年間１億円超の財源が配分される。公共施設の木
質化等に使うための税制ですが、これが環境教育
にも使えるのです。木質化には限界がありますが
教育は無限大。宿泊学習等で飯能市に来て頂き、
環境意識の高い人材を輩出出来るのではないか。
これに全力で取り組みたいと思っています。
　現在は学習塾の経営と議員と二足の草鞋。二刀
流の大谷翔平選手も将来バッターかピッチャーの
どちらかに絞る決断を迫られるかもしれません。
私はその時には出来る、出来ないではなく、本当に
自分がやりたいか、やりたくないかで選択したい。
５０歳を越え人生の半分を過ぎました。最期に「全力
で生き抜けた」と言えるよう、ますます頑張ってい
きたい。ＲＣの皆様と共に人生に彩りを与えられ
るような活動をして参りたいと思っております。
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法地帯のようになり警察への通報も多くありまし
た。気持ちよくＢＢＱや河原遊びをやって頂くため
のルール作りです。結果はこれから出ると思います。
名栗「大松閣」では一棟貸切もスタート。観光客を
もっと埼玉県に呼び込みたい。また、教育面でも小
中一貫校、「わせがく夢育高等学校」、タブレット
端末等で飯能市は注目されています。皆様からさ
まざまなご意見を頂きながら飯能市の取り組みを
強く県に発信していければと思っております。
　

　
　Ｓ４６年、大津家に男４兄弟の３男として生まれ、
負けず嫌いな私は親に迷惑をかけました。さゆり
幼稚園、飯能一小に通い、西中ではテニス部、所沢高
校では野球部。駿河台大学経済学部経営情報学科
に１期生で入学して野球とアルバイトに精を出し、
それが大きな財産となりました。実践として経済
を現場で、同世代や年配の方、いろいろな方から学
べる。この４年間、あらゆる経験をしようと建築現
場の肉体労働から夜の居酒屋、スキー場、海の旅館
等、２５業種を経験。その中で芽生えたのが「スキー場

のペンション経営」という
夢でした。卒業後まず「ビッ
グホリデー（株）」に就職。念願
のスキー担当に配属され、
年末は会社に泊まり込み。
若い女性社員も多く、毎日
飲み会をやっているような
ドラマチックな３年間でし
た。その間に夢は「農業観光
ホテルの経営」に変化。当時、
食にも関心があり、自分の
所で畑を作り、安全な食材

を提供したいとの思いがありました。そして転職
を決意した時に、私の人生の転機が訪れました。
　もう５０年前位になりますが、父が市内で営んで
いた学習塾の経営が悪化。私は転職のタイミング
で、それならば父の学習塾を一緒に手伝い、３年で
また夢に戻ろうと考えました。しかしながらその
後の２５から３５歳までの間、私はさまざまな苦
しい思いをする事になりました。そこで芽生えた
のが、自分と同じように苦しんでいる人が世の中
にはたくさん居るのではないか、私がそういう経
験をしたという事はそういった人を助ける事が出
来るのではないか、それが私の使命なのではない
かとの思いで、その時初めて「政治」というキー
ワードが私の心の中に現われました。
　当然の事ながら当時の私には地盤も看板も鞄も
ございません。「力を付けなければ」と思い、さらに、
当時好きだった女性から「さりげない魅力をもっ
た人になってください」と言われてフラれた時に

「どうにかして自分を磨かなければいけない」とい
う強烈な思いから、いろいろな方に助言を頂き、
飯能消防団に入団、飯能ＪＣにも入会。敬愛して
やまない先輩方、仲間、後輩と出会う事が出来、大
きな財産を得たと思っております。その中で飯能
愛が増大。魅力ある飯能をつくりたい、衰退を止
めたいとの思いから、Ｈ２５年、ご支援を頂いて
４１歳で飯能市議会議員となりました。現在３期
目です。議員として真っ先にやりたかったのが移
住政策で、耕作放棄地を活かした政策を考えまし
た。農地所有者は農地法の関係でなかなか土地を
手放せない。一方で、都心には「農のある暮らし」
に関心をもつ若い方が一定数居る。両者を行政が
マッチングする事で解決出来ないかと議会で提案
し、その後、政策を実現して頂きました。「飯能住ま
い」制度も６年目となり、５０組超が南高麗地区に
移住されています。
　そして今、飯能市の将来的な大きな政策として

「森林環境教育」を考えています。子ども達に環境
の大切さを体感してもらうというもので時代は追
い風です。Ｒ６年から「森林環境税」が開始され、日
本全体で年間６００～７００億円の財源が確保され
ます。飯能市は分配される税金で山の手入れや間
伐、林道整備等行うのですが、注目しているのはそ
の税金が山をもたない自治体にも入るという点で
す。東京や横浜等、大きな人口を抱える自治体では
年間１億円超の財源が配分される。公共施設の木
質化等に使うための税制ですが、これが環境教育
にも使えるのです。木質化には限界がありますが
教育は無限大。宿泊学習等で飯能市に来て頂き、
環境意識の高い人材を輩出出来るのではないか。
これに全力で取り組みたいと思っています。
　現在は学習塾の経営と議員と二足の草鞋。二刀
流の大谷翔平選手も将来バッターかピッチャーの
どちらかに絞る決断を迫られるかもしれません。
私はその時には出来る、出来ないではなく、本当に
自分がやりたいか、やりたくないかで選択したい。
５０歳を越え人生の半分を過ぎました。最期に「全力
で生き抜けた」と言えるよう、ますます頑張ってい
きたい。ＲＣの皆様と共に人生に彩りを与えられ
るような活動をして参りたいと思っております。

埼玉から見た飯能
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