
  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様   

東武新聞社主 井出 和志 様 

◆ 会長あいさつ      富永 悟会長 
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 10 月 31 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 17,000 円 累計 340,000 円 

10 月 31 日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 １6 

出席免除  6 ＭＵ  3 

出席適用 34 出席率 55.88 

１０月３１日の例会記録 

 

 こんばんは、井出様本日は卓話を宜しくお願い致しま

す。ようこそお越し下さいました。 

 先週の例会は欠席をさせていただき、申し訳ございま

せんでした。皆様ご存知の通り、フィリピンに国際奉仕

に行っておりました。当初の予定の人数が今回の選挙

のため減ってしまいましたが、無事にマリキーナイース

ト RC と友好を深めることもできましたし、コンセプション

小学校の状況の視察をさせていただき、我々の志であ

りますトイレ衛生施設修繕費をお渡ししてきました。コン

セプション小学校に行った時には子ども達は日の丸の

旗を振り、皆で出迎えてくれました。その場で日本から

お土産に持って行きました折り紙を子ども達に教えまし

た。当初は「つる」を教えようと一生懸命練習していきま

したが、たくさんの子ども達の前で「つる」は細かすぎて

無理と判断し、急遽「ひこうき」に変えましてみんなで作

りました。子ども達は自分たちで作いった飛行機を飛ば

して楽しんでくれました。 

 マリキーナイースト RCには凄い歓待をしていただきま

して、歴代会長の「ジョジョさんという方が市長補佐官、

副市長のような立場の方で市長さんが従弟という事で

市庁舎に行き、市長さんに合わせていただきました。 

 マリキーナという町の産業は靴を盛んに作っていつと

ころだそうです。世界中から注文を受けてレディーメイド

の靴を作っている。イメルダ夫人の靴も全て作っていた 
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幹事 飯山 英彦 

会 長：富 永   悟 

幹 事：飯 山 英 彦 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

という事で博物館、資料館のようなところにも連れて

行っていただきまして、最後には私と飯山幹事に靴と

ネクタイ、チョコレートもいただきました。11 月 12 日に

は来日され14日には例会に13人お見えになりますの

でわれわれも歓待してあげなくてはいけないと思って

おります。フィリピンお話は日を改めまして皆様に報告

をしたいと思います。 

 11 月 3 日、「ふささら祭り」で黄色いハンカチ運動を

皆さんと一緒に地域の奉仕をさせていただきたいと思

います。後ほど幹事から時間等詳しい情報をお願した

いと思っております。そして今月はポリオ撲滅月間と

いう事でポリオ撲滅寄付も呼びかけていきたいと思い

ます。本日は東武新聞社、井出様の卓話がこの後ご

ざいます。本日もよろしくお願い致します。 

２０１７‐１８年度 国際ロータリーテーマ 

ロ ー タ リ ー ； 変 化 を も た ら す 
 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

   誕生祝・結婚祝 スピーチ 
   ロータリー情報 

 
 

    

今後のプログラム 
11/14  フィリピン マリキーナイースト RC 

      歓迎例会             埼玉屋 

11/21  公式訪問リハーサル     レセプション 

11/27  ガバナー公式訪問     第一会議室 
          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

こんばんは、日頃は富永会長をはじめ当会の素晴らしい奉仕活動を見聞していて市民も安心していると思い

ます。本日は拙い私をお呼びいただきありがとうございます。 

 今日草加の臨時市議会があり、議長に切敷さんがなりました。副議長に井手さん、監査に宇佐美さんがなら

れました。団長には大会派は芝野さん、公明党は飯塚さんがなられました。あとは、会派はないです。国も地

方もそうですが大会派から出すのです。その為に集まっているようなところもあって会派として考えが同じなの

かなと思うようなところもありますが、草加の市議会は全体としては改革に向かって政務調査費も公表し税金

も無駄に使わないという方向でいっております。 

 先日の主議員選挙、草加・越谷では安倍さんは来なかったのですが、中々大物が来ました。谷古宇さんが

出たので自民党票がとられそうだという事で自民党の場合は菅官房長官が来ました。政治家も 10 万票をとっ

ていかないと国でランクが下になってしまう。いいポストが与えられない！これは事実今井さんもおっしゃって

います。10万に届かなかった！13区の土屋さんは越谷の一部が入ったので 10万票以上とったのでこの次は

大臣になるかもしれないですね！政治は票が力だという事ですね！ 

 春日部の市長選挙が同時に行われましたが、ご存知と思いますが、たったの 8 票差で新人が敗れた、それ

も 4万何千票のうちの 8票ですから 1票の重みをつくづく感じられます。 

 投票率は草加・越谷付近で一番低いのは松伏、次に、八潮、草加・吉川・越谷です。埼玉全体として投票率

は悪いのだけれども、その中でも！考えてみると、イベントをやって 5万・10万出たというのは不確かな数字で

すけど、草加と越谷の有権者は 45万人いる。そのうち 20万人が不在者投票もいますが、あの雨の中行ってく

れたということは、投票率悪いと責めるだけでなく、よく投票所に向かったと僕は理解して、攻めてはいませ

ん。全国でも埼玉県は悪い、その中でもこの地域はどういうわけか低い！今後の課題の一つだと思います。

自民党の岸田さんが越谷におみえになり、結構な人が集まりました。だけど、小池さんの時は自民党より少し

多かったように感じましたが、一番多かったのは、立件民主の枝野さんでした。駅から降りた人が立ち止まって

聞いていました。 

 記者会見の中で話しますと、黄川田さんは過去の中、パフォーマンスで、自分で稼いできたという票が結構

あったと思います。我々の目に触れないような黄川田さんのキャラクターでやってきたという票が結構あったと

記者会見の中で感じました。 

 草加の場合には、これから１０年・２０年先の計画書を今年作り、冊子 ５００円で販売をしています。機会が

あれば回し読みでもよいので目を通しておくと、孫や子供の代に政治家たちや市の職員はこんなことを考えて

いるということがわかると思います。それが良いか悪いかは別として、そのようなものを携えながら、ロータリー

クラブの場合は地域の奉仕と国際交流的な奉仕を中核的にやっている団体なのでそのような分野もあります

から是非参考にしていただければと思います。 

 来年は草加の市長選・市議選がありますが、来年の話をすると鬼が笑うと言います。それは不確実というこ

とですのでここで誰と言うことはやめておきたいと思います。儲けようと思うような人はダメ、生活が安定してい

て淡白な人、そういう人が組長には向いている。 

 今日、写真を持って来ましたが土屋知事の時代、ここに皇后陛下がいらっしゃいました。由緒深い文化会館

なのです。文化会館は価値の高い皇族が来られました。 

 イタドリの花は白い花、どんな辞書を引いても白い花、ところが、赤い花もあるのです。これは長野県の高弦

で撮りました。遺伝子が信じがたいものです。先ほどもニュースで自殺したいと願望したら金をとったかどうか

わからないけど、８・９人も殺してしまう。同じ人間の中にも信じがたい人がいる。私は６年前に今も癌がありま

すけど、医科歯科大にかかり、手術できないでいるのですが、私の主治医が当時の副学長でその人に今も見

ていただいていますが、その先生が素敵なことを僕に言いました。「井出さん、人間の頭などいくら一生懸命磨

いてもあまり信用できない」どんなに立派な人でも性の問題など何かで失敗すると、埼玉４区で「バカ・ハゲ」と

言った人がいましたが、皆さんもある年齢だと思いますので、「長生きして呆けないで認知症になりたくないの

なら、五臓六腑をしっかり管理しろ」という事です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバル補助金セミナー         小笠原薫子財団委員長 

 ２４日、先週の火曜日にロータリー財団グローバル補助金セミナーに出席してまいりました。例同時刻でした

ので例会は失礼させていただきました。そこでグローバル補助金の制度など一通りの説明をした上で一番興

味深かったのは、グローバル補助金を申請して成功した例ではなく、失敗した事例ということで実際に会場に

来ている方から反省点や経緯など伺い、パネルディスカッションなど短時間でしたが聞いてまいりました。 

 グローバル補助金の６つの重点分野「平和と紛争予防・紛争解決になるか、疾病予防と治療、水と衛生、母

子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域社会の発展」にダイレクトに結び付くかどうか重視されると

いう事で、日本でいくら投資して向こうで効果が上がると踏んでいっても実際にこれだけ大きなお金を投資し

ても向こうでの付加価値はこちらで思っている数字とイコールではない。こちらでは意義のあることと思ってい

ても向こうではそうではなかった。または、その逆であったり、頓挫してしまったり、補助金を審査される過程で

質疑応答があって、重点分野、最初にグローバル補助金を受けるという結果ありきで初めて、何をやるかを

後付けでやってしまうと重点分野になかなか結び付かないところが明らかになり認められませんでしたなど

と、実際に生の声を聞けて非常にためになったと思います。 

 マイロータリーで申請など何でもできるのですが、私もアカウントを登録して見ていますが、実際にやってみ

ないと分からない、過程が見られないと具体的にはわからない！結果の情報は共有化されているのですが

過程の情報化はまだまだ進んでいないのでデータベースを作って欲しいなどの質問が出ていました。まだま

だ勉強をしなくてはと思いました。 

 先月かぜをひき例会を休みましたが、皆さんポリオ寄付のご協力ありがとうございました。また引き続きよろ

しくお願い致します。 

 

 

「一水四見」と「故郷」 

一水四見（いっすい しけん）は、「同じ流れる水を見ても、四人が別のものに見える」ことです。同じものを見

ても、見る人の思う所を反映して、それぞれ異なったものに理解してしまうわけです。 

 いいたとえが、十月二十二日実施の衆議院選で大勝した自民党副総裁・財務大臣の麻生太郎さんが、今回

の選挙は、「北朝鮮」のお陰と語って、波紋を呼びました。 

 全国の投票数は、与党より全野党票が上回っていて、野党乱闘の結果とみる人もいます。自由な判断をして

も、拘束されない良い国です。 

 長く、短い人生には運・不運があります。運とは、巡り合わせで、天や神のみぞ知る、人知の及ばないもの

で、不思議な采配なのです。 

 日本が世界を相手に戦い、連合軍に無条件降伏した昭和２０年８月１５日の私は、旧制中学校の２年生で、

将校になる陸士や海士を目指していました。今８７歳に向かっています。考えますと若い学徒兵（大学生）は、

人為的不運によって尊い人生を失いました。 

 あれから、７２年、私達前後の年の者は戦後の苦労はありましたが、「平和」で一番良い時代を生きているよ

うに思います。守ってきた平和な国を世界に誇り、それを続けるには、「忍を以って貴し」の外交を第一義に、

経済立国を国政に願うものです。 

 忍には、何時という期限はないのです。 

 「故郷」＝故郷に綿（花）を飾る。故郷を忘れ難し（こきょうぼうじがたし）などがあります。私の生まれた故郷

は、信州・千曲川上流の寒村でしたが、近い親戚に、油井亀美也前宇宙飛行士。千昌夫が歌う「北国の春」の

作詞家、井出伯。著名な切り絵作家、井出文蔵画伯。アニメ・君の名は・・・・・の新海監督。旧制中学で、肩を

並べて学んだ井出孫六、直木賞作家などが育ちました。 

 草加に住み、孫で三代になります。江戸っ子は三代と言いますが、子や孫は草加が故郷です。一つでも多く

他国の人に、そして自分に胸を張って、「自慢」できるものを見つけ、創り出す人々のためにも、我が余生を見

守りたいと思います。 

 非才の身に卓話を賜わり、心から感謝とお礼を申し上げます。草加松原ロータリークラブさまの益々の充実

をご祈念申し上げます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告                    飯山英彦 幹事 

皆さんこんばんは、幹事報告です。 
＊「黄色いハンカチ運動」について                ＊地区大会 
   開催日  11月 3日「ふささら祭り」               開催日   11月 11・12日 

集合時間  9時                          場所     浦和市文化センター 
場 所     松並木遊歩道 テント番号１５          集合時間  １１：５０ 

                 ハープ橋近く                           ※草加駅 １０：３０集合 
＊マリキーナイースト RC親睦例会 
日時   11月 14日（火） １８：３０点鐘 
場所   埼玉屋                           皆さん多くのご参加をお願い致します。 
 

 富永  悟会長 東武新聞井出様ようこそいらっしゃいませ、卓話ありがとうございます。 
牛山 信康会員 明日から１１月なのでカレンダーをめくったら１２月の暦、早いものです。私は、今年は何

をやり遂げたのでしょうか？甚だ疑問のこの頃です。 
大久保雄司会員 会長・かんじさん、視察ご苦労様でした。いでさま卓話ありがとございます。 
大塚 嘉一会員 息子が勉強をしないのでゲーム機を取り上げました。ぶつぶつ文句を言いながら勉強してい

ます。 
岡田 明久会員 井出さんの卓話楽しみにしております。 
小笠原薫子会員 井出様、本日は卓話をごうもありがとうございます。今月我が家は全員かぜをひいてしまい

ました。 
川井 大輔会員 東武新聞社主井出和志様卓話ありがとうございます。 
木村 博行会員 井出社長ようこそ！やっと秋晴れが拝めてうれしいです。今年もあと２か月、がんばります。 
勝浦 雅和会員 井出様、卓話ありがとうございます。 
加藤 芳隆会員 東武新聞社主井出様、卓話宜しくお願い致します。 
鈴木 秀世会員 井出和志さん卓話楽しみです。よろしく！ 
高橋 昌夫会員 井出様、本日は卓話をありがとうございます。会長・幹事、フィリピン視察ご苦労様でした。 
田中 和郎会員 井出様卓話ありがとうございます。来年の市長選の動きはありますか？先週風邪をひいてし

まいました。皆様お気を付け下さい。 
長谷部健一会員 先週は CD のレコーディングのためお休みしました。井出和志様の卓話を楽しみに来ていま

す。宜しくお願い致します。 
 

開催日  １１月３日（金） 
場 所   松並木遊歩道 

参加者 

富永会長  飯山幹事  会田会員  牛山会員  大久保会員 

岡田会員  川井会員  勝浦会員  木村会員  小笠原会員 

風間会員  鈴木会員  田中会員  田川会員  佐々木会員 

森 会員  加藤（修）会員  長谷部会員   二階堂会員 

関 会員  加藤（芳）会員  锡林高娃さん  岡本  荻田 

ポリオ撲滅寄付額 

 ￥２２，１００   
皆さんご協力ありがとう 

ございました。 


