
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                       
◆ お客様   
第 9Gガバナー補佐 金杉様 補佐幹事 飯泉様 
八潮 RC   会長 岡本様    幹事 桜井様  

IM実行委員長 瀬田様会長エレクト 高橋様  
斉藤様   織田様   川澄様   大沢様 
熊田様   坂入様   種家様 

 草加シティ RC 会長 百瀬様 会長エレクト 斉藤様 
    竹内様  田丸様 
交換留学生   マグナス・トレンカー君 

◆ 会長あいさつ          森  勇一会長 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２月１２日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、先ほど緊張のあまりいつもは

点鐘の時に「BE THE INSPIRATION」と言うのですが

なにかおかしいな、何か抜けたなと思いました。 

改めて「BE THE INSPIRATION」 

 私事ですが、今年の 4 月に晴れて就職する二女、

22 歳の大学生 4 年生なのですが、就職するにあた

って、研修をしているのです。某航空会社に決まり、

研修ということで、何をしているかといいますと、お

辞儀を練習しているのです。昨日も部屋で練習をし

ているので見ていましたら、「お父さん、お辞儀って

3種類あるのを知っている」と言ってきたのです。「会

釈と普通のお辞儀でしょ」と言ったら、「角度によっ

て名称が違うの」と「15 度は」と言うので「会釈」正

解、「30 度は」分からない！「敬礼」「45 度は」「最敬

礼かな」「正解」これを社会人になると使い分ける

の！と改めて言われると、こっちもそんな常識知っ

ているよと、では「90度のお辞儀知っている」と 
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言ったら「そんなお辞儀あるわけないでしょ、L 字型

でしょ」と、過去に日本の一般経営者が何万人の社

員の前でその 90 度のお辞儀をしたという人がい

る！これは覚えておいてといいました。今はこの世

の中にはいないけど「松下幸之助」という人、これ

は今でも伝説のように言い伝えられている。何でと

いう話をしました。「松下電器、松下幸之助は 5 か

年の経営計画を立てたそうです。当時 5 年という長

期の計画を立てる人はなかなかいなかったそうで

す。先が読めない時代だったそうです。1956 年社

員に 5 年後の販売高が従業員数の目標を示したそ

うです。ところがその目標を 1 年短縮して 4 年で達

成したそうです。そこで松下幸之助は社員によくや

ってくれたと感謝と労と自分の先を見る先見の目の

甘さ、5 年といってしまった 4 年で達成できる計画を

5 年といってしまった自分の経営者としての未熟さ

に反省し、その時に社員の前で謙虚と感謝の気持

ちを持って思わず 90度のお辞儀になってしまったと

いう話でございます。今日はゲストの方がたくさん

いらっしゃるということで渾身の挨拶をさせていただ

きました。本日は大勢のお客様、お忙しいところご

来訪いただきまして誠にありがとうございます。最

後まで楽しんでいってください。ありがとうございま

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 

卓話 長谷部健一会員 



  

   

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
皆さんこんばんは、今年国際奉仕委員長を仰せつかっております。お手元に配布いたしました資料は今月発

行になったばかりの「船の右側」というクリスチャンの専門誌なのです。これについてはあとで読んでいただけれ
ばと思います。この文章の中に、私が今年の参議院銀選挙にチャレンジする予定と書かれておりますが、根も葉
もございません！6 年前に参議院選挙全国比例区に出馬をしておりまして、そのことを知っている全国のクリス
チャンの方々がもう一度瀬戸にとの声は上げていただいていることが反映されています。 
今は何をしているかと申しますと、一緒に写っておりますのが私の家内でして、立件民主党の山川百合子とい

う代議士になったものであります。その事務所長をしています。アメリカやイギリスの国会議員は首席補佐官が
おりますが、日本は政策秘書に第１・第 2 秘書ということです。夫は公設秘書にはなれないのです。私は配偶者
秘書として議員バッチと同じ効力がありまして国会内はどこでも入れるという立場をいただいております。 
今日は、「キーワードで巡る政局所感」と言う事でお話をしたいと思います。６つキーワードをあげております。 

１．FMS（Foreign Military Sales） 
  国会予算で予算委員会が行われておりまして、この FMSについての質疑も行われておりました。 
英語を直訳すると外国に武器を売ること、これを日本語で、新聞なで見ると、対外有償軍事援助というように報
道されております。 
  来年度の予算     防衛装備品購入  6,900億円   後年度負担  2兆 5,000億円 
今年は約 4,500奥苑でしたから、2,000数百億円増えている。これはトランプさんの影響もありますし、皆さんご存
知のようにイージスアショアというものを買うことになったからです。仕組みについてはあまり報道されていないの
で解説しますと、6900 億円というのは年度当初予算で計上される防衛装備品の購入経費です。現実には分割
払いです。6900 億円というのは来年度買う武器の初年度の第 1 回目の支払いが 6900 億円と言う事です。小野
田防衛大臣のことからこのような買い方をしています。2 回目以降の支払いがたまっていくわけです。今年 6900
億円で第 1回目の支払いをして新しい武器を買います。後度負担は 2回目以降の借金です。分割払いの残債で
す。これが 2兆 5000億円になる。これが何で問題かと言いますと、一番下に書いてありますが、「寄らば斬る」武
士道の精神を日本は携えるべきとの思いが強いです。なので自衛隊は日本をしっかり守るために強化するべき
という思想が私も山川百合子もそういう思想なのです。一部の立憲の皆さんとは違うかもしれない、しかし、来年
度の予算で海上自衛隊が解体といていた武器を買わないでイージスアショアを買うことになったことは報道され
ていないのです。何かというと哨戒機です。韓国のレーダー問題、韓国の軍艦から日本の哨戒機についてミサイ
ルを打つという前段階、自衛隊の哨戒機にあてられたという事件でした。反撃して撃沈してもよいわけですが、
日本は冷静に韓国軍の戦艦をよく観察して実施に自分の方に向いていないことをかんさつして対応した。自衛
隊は立派です。その時に出てきたのは P-3です。純国産の哨戒機なのです。昔ロッキード社が P-3C というもの
を作っていました。これの導入を巡って田中角栄さんが逮捕された「ロッキード事件」です。それを更新する時期
になってきて「P-3」という哨戒機を導入したいと言う事で予算要望したのが却下されたわけです。 
「P=3」は日本の沿岸の海底に沈んでいる北朝鮮や中国の潜水艦を発見・警戒するためのものです。レーザー照
射問題のように「P-3」が形態するのは水の中に潜んでいる潜水艦だけでなく、他国の軍艦がどのような行動を
しているか、我々日本の排他的経済水域に入ってくることがないようにするためのものでもある。必要ですよ
ね！ところがこれを買わないでイージスアショア 2基を買うことになった。今イージス艦は 8隻体制になった。 
レーダーで飛来してくるミサイルを打ち落とすための軍艦です。日本には 8 隻あります。日本全国をくまなく監視
しながら、何かあった時には撃ち落とす。8 隻あれば盤石だと言っていたのに、何故かイージスアショアを買う。
北朝鮮がミサイル発射してくる脅威が高まったからという説明になっている。今回イージスアショアは秋田と山口
に配備される。日本に対するミサイルを撃ち落とすためというよりは、ハワイとグアムに向けられたミサイルを撃
ち落とすためのものなのです。このことも報道されていないです。ミサイルを撃ち落とすと簡単に言いますが、ま
だ確立されていません！撃ち落とし実験はまだ数回しか成功していません！ミサイルを撃ち落とすには大変な
技術です。 
 皆さん今日お帰りになってニュースをご覧になると思いますが、このような指摘はされていないです。原因はサ
ンフランシスコ講和条約、世界中のマスコミが見ている前で調印した。その後、吉田茂一人で調印した日米安全
保障条約、独立と引き換えにアメリカ軍が駐留し続けることを決めた。その後朝鮮戦争が起き、日本にも自衛隊
ができて本来なら自衛隊が日本の防衛に当たらないといけないけどその時に自衛隊が日本を防衛するのでは
なく引き続きアメリカが日本を防衛する義務があるというストーリーが出来上がってこれが改正安保保障条約、
調印したのは岸信介、その時に株調停したのは日米地位協定です。これによって沖縄に行くときに房総半島の
上を回って太平洋上でターンして南に降りていく。それは 1 都 8 県の広大なエリア横田基地の専用エリアがある
からなのです。そこを日本の自衛隊機や民間機は避けて通らなくてはいけないこれが地位協定です。ですから
基地問題は沖縄だけではないのです。沖縄には日本全国の 70パーセントが集中しています。日本全国には103
か所の軍関連施設があり、固定経費を皆さんの税金で払っています。まったく占領時代と変わらない。これが今
の日本です。今年は元号も変わります。憲法改正の議論も出てくるでしょう。統一地方選挙もあり、参議院選挙
もあって、消費税問題で解散選挙、ダブル選挙も考えられる。非常に大きな転換期に当たる年ですので是非皆
さんでしっかりと考えていきたいと思います。ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

皆さんこんばんは、今日はガバナー補佐の立場でと言うよりクラブでメーキャップを企画しました

ところ、大勢参加し、この機会を利用させてもらい、IMのキャラバンという形で後ほど実行委員長

から説明があると思いますのでよろしくお願いいたします。 

いつも苦言ばかり申し上げ、大変申し訳ないですが、出席率もう少し頑張っていただきたいと思

います。IMについては実行委員長から話していただきます。ありがとうございます。 

 

 

 

           皆さんこんばんは、八潮 RC会長の岡本でございます。先週は草加シティ RCの皆様ありがとうご

ざいました。今ガバナー補佐からお話がありましたように、八潮 RC出席率向上のために今日お

邪魔させていただきました。 

そして 3月 16日の IMのご説明を瀬田実行委員長より説明させていただきますので宜しくお願い

いたします。 

 

 

皆さんこんばんは、今年度 IM実行委員長を仰せつかっております八潮 RC瀬田と申します。宜しくお願い致しま

す。今日はご挨拶ではなく、どのようなことをするかのご説明にまいりました。先日草加シティさんにお邪魔した際に

はスライドはなかったので今日は見ていただき、当クラブにも IM を知らない会員がおりまして、そういった方々のた

めに IM とはどんなものなのかの説明も含めてお話をさせていただきます。 

2018-2019年度国際ロータリー第 2770地区第 9グループインターシティミーティングは 3月 16日（土）に八潮市

の四季亭で行います。皆様ご予定に入れていただき、１５：３０～２０：００ということになっております。多くのご参加

をお願いいたします。新しい会員さんに向けて作った資料ですので皆さんの顔ぶれを見ますとそうそうたるベテラン

の方々ばかりなので確認の意味で聞いていただければと思っております。主催者はガバナー補佐、今年度は金杉

豊さん、八潮 RC から出向しております。ホストクラブは八潮 RC ということになっております。 

ホストクラブの役割 

ガバナー補佐を輩出したクラブがホストクラブを努め、会合の世話役となって計画を立て実施の主役となるクラブ 

第 9グループ IMの参加クラブ 

 八潮 RC  八潮イブニング RC  八潮みらい RC  草加松原 RC  草加中央 RC  草加シティ RC 

IMの目的 

 近隣のクラブ（第９G）動詞が共通のテーマで語り合い、お互いを理解し、友情や親睦を広げる機会。また

ROTARY情報交換や奉仕の理想を勉強するために開催される。 

IMの内容 

 第 1部  式典 

 第 2部  地域の掘り起こし発表 

        ・草加警察  ・草加八潮消防局  ・八潮市健康福祉部   

・八潮市子育て福祉部   ・八潮市社会福祉協議会   

・八潮市立中央病院   ・草加松原 RC   ・草加シティ RC 

 第 3部  懇親会 

活動のテーマまたは今後の展望 

・障がい児の両親が中心となって、あらゆる分野で福祉思想の伸展を図っています。 

・健常者と障がい者がともに過ごせる社会・場所・イベントを主体的に構築しています。 

2018-2019年度インターシティミーティング、全員登録になっています。 

皆様にご出席をお願いしたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

皆さんこんばんは、草加シティ RCの百瀬と申します。宜しくお願い致します。昨年できまして、ちょ

うど１年になりました。１月の第一例会には会長・幹事さんにお越しいただきまして記念例会ができ

ました。ありがとうございます。 

ほとんどの会員がロータリー未経験者ばかりなのでみんな一生懸命やっています。 

これからはクラブ内のこともあるのですが、第９グループの皆様と親しくして頂いて、ロータリーの幅

を広げていただければと思い、今日お邪魔させていただきました。これから他のクラブにもお邪魔さ 

せていただいて色々なことを教えていただいてクラブの発展に繋げていきたいとと思っておりますのでこれからもご

支援ご鞭撻をお願いしてあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 5 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 28,000 円 累計 481,000 円 

2 月 5 日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 18 

出席免除  9 ＭＵ  2 

出席適用 34 出席率 58.82 

金杉 豊様   草加松原 RCの皆様いつもお世話になります。本日はメーキャップで大勢おじゃましました。 
        また、3月 16日ＩＭ宜しくお願い致します。 
岡本 壽様   皆様こんばんは、本日は大勢でメーキャップに伺いました。クラブの出席率の向上のために

とＩＭのキャラバンを兼ねましておじゃまします。宜しくお願い致します。 
草加シティ RCの皆様 本日はお世話になります。お陰様で 1周年を迎えることができました。これもひとえに

第 9Gの会員皆様のご協力があればこそと、感謝申し上げます。今後とも宜しくお願いします。 
森  勇一会長 本日は、お忙しいところ八潮 RC,草加市シティ RC メンバーの皆様ご来訪誠にありがとうござ

います。皆様の今年度の IMを想う気持ちが大変強く感じることができました。第 9G IM大成
功させましょう！ 

二階堂祐司幹事 八潮 RC および草加シティ RC の皆様、本日はようこそおいでくださいました。瀬戸会員卓話
宜しくお願い致します。 

飯山 英彦会員 瀬戸健一郎会員卓話ありがとうございました。ご来賓の皆様ようこそ 
牛山 信康会員 早いもので 2月も中旬、庭の枝垂れ梅が満開で芳香を放っています。もうじき春ですね。 
        今日は大勢のお客様、ようこそいらっしゃいました。 
川井 大輔会員 八潮 RC・草加シティ RCの皆様ようこそ、瀬戸会員卓話ありがとうございます。 
勝浦 雅和会員 お客様ようこそいらっしゃいませ。先週は川口法人会の集まりで例会を欠席しました。申し

訳ありませんでした。 
加藤 芳隆会員 今日は八潮 RC・草加シティ RC両クラブの皆さん、ようこそおいで頂きました。瀬戸健一郎会

員、卓話を宜しくお願いします。 
佐々木一男会員 お客様いらっしゃいませ、瀬戸会員卓話楽しみです。 
篠宮 時雄会員 瀬戸会員卓話ありがとうございます。お客様ようこそ！ 
関   洋会員 瀬戸さんの卓話、楽しみにしています。 
瀬戸健一郎会員 今日は国会から直行しました。ギリギリセーフでした。来週は、フィリピンに国際プログラ

ムの検証に飯山次年度会長と行ってきます。 
田中 和郎会員 瀬戸会員、メーキャップの方々が大勢いらっしゃいました。張り切って卓話をお願いします。 
高橋 昌夫会員 お客様ようこそ、瀬戸会員の卓話楽しみです。 
富永  悟会員 3連休は雪が積もらなくて良かったですね。私はまた足を痛めてしまい寝ていました。 
長谷部健一会員 瀬戸健一郎さんの卓話を楽しみに来ました。八潮 RC・草加シティ RCの皆さんようこそお越し

下さいました。 
来栖 勝幸会員 瀬戸健一郎会員、卓話ありがとうございました。ご来賓の皆様ありがとうございました。 
横山 正一会員 お世話になります。 

 

今後のプログラム 
3/5   誕生祝・結婚祝        レセプション 

3/12  会員卓話            レセプション 

3/19  IMに振替（3/16開催） 四季亭 

 

皆さんこんばんは、八潮 RCの皆様、装荷して字 RC の

皆様、本日はメーキャップにお越しいただきありがとうご

ざいます。こんなにたくさん来ていただき、うちの会員は

どこにいるのという感じはします。 

来週 2月 19 日は「シュガー・ヒル」での移動例会とな

ります。後ほど、親睦委員長から詳しいお知らせがあり

ます。 

4月12日地区研修業議会がございます。各委員長の

皆様は必ず出席をしていただきたいと思います。 

場所は大宮ソニックシティ大ホール、登録は9時30分で

す。よろしくお願いいたします。 

 

 

                                     

 みなさんこんばんは、よろしくおねがいします。マグナス・トレンカーです。 

くにはオーストリアです。６かげつまえに日本に来ました。 

そのときは、なつで、あつかったですね！いまはにほんでさむい！ 

オーストリアでにほんご べんきょうした。でもかんじは むずかしいですね！ 

いまは、がっこうにいきます。ぶかつは、おんがくぶかつです。 

がっこうは、ぜんぜんわかりません、せかいしなど むずかしい、 

でもがんばります。まだ５かげつあります。 

わたしは、だいがくにもにほんにいきたいです。 

ゆめは、「えいごとドイツごのせんせい」です。 

ぼくのおとうさんはせんせい、おにいさんは、いま だいがくせいで、 

あとでせんせいになる。だからみんなせんせいです。 

日本で「えいごとドイツご」をがくせいにおしえたいです。ありがとうございました。 

https://illustimage.com/?dl=2610
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