
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様       瀬戸百合子様 

◆ 会長あいさつ      加藤芳隆会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

 

 

会 長：加藤 芳隆 

幹 事：鈴木  努 

 

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  

８月９日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、３週間ぶりの例会に、ご出席頂

き有難うございます。７月２６日・８月２日の例会を、休

会とさせて頂き、急なスケジュール変更で、皆様にご

迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。 特に山川

さんには、故瀬戸健一郎さんの「偲ぶ会」を予定して

いました所、２週間後の今日に変更させて頂き、ご迷

惑をお掛けし、ご協力に感謝申し上げます。 

７月初めの第一例会の頃には、コロナウイルスも落ち

着きを見せていたのですが、中旬以降、急な感染拡

大で、全国で１日当たり２０万人を超え、草加市の人

口に近い位の感染者が出る訳ですから、感染しない

迄も濃厚接触者でも、業務の運営に支障を来す事も

有りますから、大事を取らせて頂きました、ご協力有

難うございました。 

その間に、地区セミナーが４週間連続で開催され、全

てに参加させて頂きました。８月２１日に残り１回セミ

ナーが残っていますが、３部門同時になりますから、

各委員長さんは、出席をお願いします。 

セミナーで、印象に残っている青少年奉仕では、本年

度の「２７７０地区」では９名の交換留学生を、受け入

れ・又海外に留学するのも９名との事でした。 

一昨日の日曜日は、米山記念奨学生部門セミナー 
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で、今年「２７７０地区」では３９名受け入れていて、その

内「２７名」が本年度受け入れの学生で、「１２名」が２

年目の学生です。  より多くの奨学生を「２７７０地区」

に受け入れるには、やはり寄付金額とのことで、日本

全国３４地区での寄付金額が、「２７７０地区」は全国５

番目で、寄付金額の多い順番で、米山奨学生の受け

入れの人数が、決定されるとの事で、なるべく多くの寄

付金をお願いしたいとの事でした。 

そして、当地区内の「７３クラブ」の中で、世話クラブに

なる為の選考は、希望する全クラブが平等になるよう

「米山記念奨学部門委員会」で、考慮しながら振り分け

ているとの事でした。 

７３クラブで３９名受け入れている訳ですから、半分以

上のクラブで受け入てる計算になりますが、本年度、私

達のクラブでは、世話クラブになっていませんから、次

年度の奨学生を受け入れるには、選考のスケジュール

の都合上 早めの上半期での、寄付金を納入する事に

よって、計算上偏差値が上がり優位になるとの事でし

たので、米山寄付のご協力を宜しくお願いします。 

その為に、先輩の方はご存じかと思いますが、今回の

セミナーの「世話クラブ選考基準資料」を、お配りします

ので、参考にしていただき、次年度は世話クラブとし

て、受け入れ出来るようになると良いと思います。 

それでは、例会と共に 偲ぶ会を開催させて、頂きます

ので、宜しくお願い申上げ、ご挨拶に代えさせて頂きま

す。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４８９回 例会 ８月２３日 草加市文化会館 

２０２２ｰ２３年度 国際ロータリーのテーマ イマジンロータリー  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略  歴 

1962年 東京で生まれ、東京育ち、小さい頃は小児喘息を患う 

高校 1年生の時に父親が急逝し、母と弟の 3人家族父親の役割を担う 

高校 3年生、アメリカテキサス州ベルウェア高校に留学、ホストファミリーに導かれ信仰をもつ。 

1982年 獨協大学法律学科入学 

在学中イギリス エセックス大学政治学部留学 

1990年 仲間に支えられ草加市議会議員選挙初当選 当時２８歳  以降 6期連続当選 

2010年 山川百合子さんと結婚 

2020年 12月膵臓癌多発性肝転移でステージ 4の診断を受ける 

抗がん剤治療を開始、信仰と祈りの中に「神様がなさること」に期待し病と闘う 

コロナ禍で妻の面会も許されない中、闘病を続ける。 

面会が許された 3月 25日、奥様と話をしている間に急変、午後 6時 49分神のもとに召される 

ロータリー会員経歴 

2012年 ６月   草加松原ＲＣチャーターメンバーとして入会 

2012 – 13    奉仕プロジェクト部門  国際奉仕委員会   委員 

2013 - 14     管理運営部門      プログラム委員会   委員 

2014 - 15     管理運営部門      プログラム委員会   委員 

2015 - 16     奉仕プロジェクト部門  国際奉仕委員会   委員 

2016 – 17     奉仕プロジェクト部門  青少年奉仕委員会 委員 

2017 – 18     奉仕プロジェクト部門  国際奉仕委員会   委員長 

2018 –19     奉仕プロジェクト部門  国際奉仕委員会   委員長 

2019 – 20     奉仕プロジェクト部門  青少年奉仕委員会 委員長 

2020 - 21     奉仕プロジェクト部門  青少年奉仕委員会 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸健一郎様を偲ぶ会 
      司会  ＳＡＡ  山口昭人 

開会の辞        会長  加藤芳隆 

黙祷 

故人の経歴紹介         長谷部健一 

故人を偲んで   パスト会長 富永  悟 

直前会長  二階堂祐司 

パスト会長 長谷部健一 

ご挨拶           百合子令夫人 

閉会の辞       会長  加藤芳隆 故 瀬戸健一郎 様 
2022 年 3 月 25 日永眠（行年 59 歳） 

開会の辞   加藤芳隆会長 
故瀬戸健一郎様を偲ぶ会を開催させていただきます。まず初めに、準備をしていただきました長谷部会員、日程

の変更などもあり、ありがとうございました。また、プログラムの用意ありがとうございました。 

 最近私も年を重ねたためか「ご縁」と言う事を感じております。瀬戸健一郎さんとのご縁は、２５年～３０年くらい前

にニュージーランドにご一緒しています。１０歳違いですから当時私は４３歳くらいだったと思います。瀬戸さんは、

市会議員１・２期目くらいだったと思います。私は農業委員をさせていただいておりまして、任期が３年なのですが、

その時に研修旅行と言う事で行ったわけですが、一緒に行かれた農業委員の方々は６０～７０歳と年配で親子ほ

ど違い、その中で瀬戸さんと同部屋で４泊６日だったと思いますが、ニュージーランドの農業視察と言う事で行かせ

ていただきました。その時に教えていただいたのが、信号のない交差点（ラウンドアバウト）凱旋門などそうですよ

ね！自分の行きたい方向になったら出ると言う事で、バスの中で瀬戸さんが皆さんに話してくれました。私も初めて

聞いたのでとても記憶に残っています。４日間楽しく過ごさせていただきました。 

それ以後、瀬戸さんは選挙など多方面でご活躍されていましたが、私がロータリーに入会させていただき、またお

付き合いさせていただくことになりました。「ご縁」とはこのようなことなのだと感じ、また鈴木幹事とは２０年くらい間

が空き、またお付き合いさせていただき、ロータリーに入会してもらい幹事を受けていただきました。ありがとうござ

います。年と共に皆様方との「ご縁」は本当に大切だと感じております。今後とも宜しくお願い申し上げ、瀬戸健一

郎さんのご冥福をお祈りしながら思い出話を聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありが

とうございました。 

 
 

https://flowerillust.com/html/line/corner0045.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリピン国際奉仕の思い出                    富永 悟パスト会長 
 皆さんこんばんは、瀬戸さんと私は草加青年会議所で私が２３歳蔵の時に初めてお会いしました。当時から私よ

り年上なので兄貴分のような形でお付き合いをさせてもらったのですが、青年会議所にいるころから非常に頭が良

くて私的な発言をバンバンする。自分は青年会議所に入った時に、人の前で話をするのは苦手で嫌だったので、

瀬戸さんを見てうらやましいな～良いな～、なりたいな～と刺激を受けた人でした。青年会議所の時もそうですが、

自己主張が激しい人なので良く対立はしました。意見をバンバン行ってくるので、口では勝てないと思う時期が良く

ありました。長い時間をかけて地元のお祭りなどにも力を入れてくれまして、一緒に御神輿であったり、考え方に違

いがあって口論することはあっても、気のいいお兄ちゃんのような感じで何かあったら相談にのるよと、瀬戸さんは

政治の道に早く進んでいましたので公共的な問題など、一個人ではできないことを別の角度からアドバイスしてく

れたりと頼もしい先輩お兄ちゃんがいなくなってしまったことが残念です。 

そんな瀬戸さんと今調べていたのですが、２０１８年１０月５日頃、フィリピンに行きました。 

森さんが会長の時で、マリキーナ･ｲｰｽﾄ RC と一緒にピントン ブカウェ 公立高校に「LCD プロジェクターとスマ

ートテレビの調達と設置」の調印式のために瀬戸さんは夜遅い便で、１２時頃に空港に迎えに行ったのですが、携

帯がつながらなくて、お互いに別の場所で１時間くらい待ち、やっと繋がりました。ホテルは日本で言うと歌舞伎町

のようなところにありました。最初に地区から推薦されたホテルでした。チェックイン後繁華街なので飲みに行き、

次の日、調印式があり、森会長がこのプロジェクトの調印をする際に瀬戸さんが通訳など全てやっていただき、プ

ロジェクトを滞りなくできました。フィリピンの方は陽気で気さくなのです。我々はパーティーなど慣れていないので、

ただ食べていたら、ダメだよと音楽がかかり、一人ずつ名前を呼ばれ、即興で踊らなくてはいけない、飯山さんも瀬

戸さんもみんな即興で踊らされました。みんなとんでもない踊りでした。フィリピンの人はヒップホップダンスのような

踊りで老若男女問わずみんなとても上手です。歌も上手です。 

瀬戸さんはアヒルダンスのようなことをしていたと思います。 

今度フィリピンに行ったら動画をもらってきます。 

これからも瀬戸さんには国際奉仕 

委員長をお願いし、草加松原の 

パイプ役、アドバイザーとして活躍 

してもらいたいと思っていました 

矢先の悲しい出来事で眩まれること 

ですが、我々が意思を継ぎながら 

頑張っていきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

 

                                                二階堂祐司直前会長 
 皆さんこんばんは、瀬戸会員とはロータリーに入って初めてお会いしました。接点があまりなく、会えば挨拶をす

る程度、忙しい人だな～との感じがありました。それが一転して一生忘れられない事が起きました。お互いの誤解

が誤解を生みまして争いが勃発しました。私の思慮が足りなくてタイミングも悪く、今思えば申し訳なかったと思うの

ですがＬＩＮＥでの喧嘩、先ほど富永会員もおっしゃっていましたが、口では絶対に勝てない！私がひとつ送ると長

文が返ってくるのです。読んで私もゆっくり考えて送るとまた返ってくる。当時のことを思い出すと頭がおかしくなるく

らい追い詰められました。今考えてみると、闘病生活で体も弱っていた時期だと思うのですが、あの凄さはどこから

出てくるのだろと！富永さんの話を聞いていて口ではかなわないと言う事を、身を持って感じました。 

 その時に、仲直りすることがなかなかできず、元々瀬戸さんとは敵対関係にあったわけではなく、思想が違うなど

全くなく始まってしまったこと、誤解から始まってしまったことで、長谷部さんに仲をとり持ってほしいとお願いし、クリ

スマス例会で仲直りするはずだったのですが、お互いのタイミングが合わずにチャンスを逃してしまいました。本当

に後悔しています。許す、許さないではなく、これで手打ちができていれば、より仲良くなれたと思うのです。瀬戸さ

んの人柄がわかりましたし、私も遠慮なくいきましたので！クリスマス例会の最後に別れる時に笑顔で手を降った

のですけど、こんなことになるのであれば和解しておけば良かったと思っています。人が亡くなった時に公開するこ

とはあると思うのですが、私事で申し訳ないのですが、２日に会社に行きましたら、兄が少し前から調子が悪かった

のですが、呼んでも返事がないのです。嫌な予感はしたのですが、冗談に「生きているか～」と言いながら２階に上

がって部屋を開けると冷たくなっていました。まだ葬儀は終わっていないのですが、何でもっと優しくしてあげれば

良かった！など、きっと山川さんも、もっとふたりの時間をなどと後悔はきっとあると思います。 

先ほど、アルバムを見て瀬戸さんの良い写真がたくさんあって、瀬戸さんも見て、短い時間でしたが素晴らしい人

生を歩んできたのだと思ってみていました。これから人と接する際は後悔のないように、瀬戸さんのご冥福をお祈り

致しましてあいさつに代えさせていただきます。ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月９日 ニコニコＢＯＸ 

金額 13,000 円 累計 60,000 円 

8 月 9 日  出 席 報 告 9 

会員総数 31 出席 9 

出席免除  5 ＭＵ  2 

出席適用 26 出席率 42.13 

 長谷部健一パスト会長 
 瀬戸さんは１９６２年５月２１日に東京でお生まれになった。平成元年に草加青年会議所に入会なさった。そして

私が草加青年会議所を卒業したのが平成３年です。３年弱かぶりました。その時に社会開発委員長を私がやって

いまして、「町づくりの集い」と言って女性の目さんから町づくりを考えていこうという会ができて瀬戸さんと一緒に

担当しました。そしてそれが発展的に改称して「草加フリーマーケット市民の会」ができました。新井陽子さんが代

表、草加松原並木で最初は遥・秋の年２回、後半は年１回になりましたが約２０年間やりました。瀬戸さんと一緒に

設営から駐車場の係など汗を流してやりました。 

 平成２年、私がまだ JC 現役の時、瀬戸さんは２８歳で草加市会議員初当選、当時は最少年齢と言うこと、地元

出ではなく、青年会議所の仲間がいて当選しました。その後ずっと市会議員を続けていました。２００１年７月にな

ぜか草加市長選に立候補しました。結局は木下さんが当選しました。私は遠くで見ていたのですが、何か胸騒ぎ

がして北浦会館で選挙報告会をしていました。私は、応援はしていなかったのですが行ったのです。会場は悲惨

な状況でした。選挙参謀で何かテレビに出ているような偉い人が来ていたらしくて、俺が応援した人が負けたこと

はない！負けたのはお前が悪い！と避難していたのです。泣いている人もいて、瀬戸さんのそばに行ったら抱き

ついてきました。相当辛い思いをして頑張ってきたのだと思いました。その後２００３年草加ミュージックフェスティ

バルを始めました。今年第１８回です。実行委員会を始めると言ったらすぐに瀬戸さんも参加してくれました。そし

てそのころ色々なイベントができました。２００４年５月獨協大学で第１回目の国際交流フェスティバルが行われま

した。草加市の国際交流協会が中心になって山川さんのお母様の玲子さんも一生懸命になって草加で国際交流

をやる、「国際村一番地」にすると私も素晴らしいことだと思い協力して来ました。ここ２．３年コロナ禍で中止にな

っていますが、２階の学食でダンスと音楽で瀬戸さんも一緒に応援してもらってずっと担当してやっていました。 

２００６年に再度市会議員に当選し、彼も人生充実してくる。２０１０年２月に山川百合子さんと結婚されたのです。

私も呼ばれて参加しました。２回に分けて行いましたが、出たいけど出られなかった人のために、５月１５日にアコ

スホールで披露宴をしました。河井孝夫さんが実行委員長をして下さり、私のメモによると３２０名の方が参加者さ

れました。その年の１０月に参議院議員選挙に日本維新の会の全国区で出馬されました。私も応援しましたが残

念ながらダメでした。そして世界の留学生を面倒みるような組織に勤めて、専務理事をしていました。そして百合

子さんが県議から２０１７年衆議院議員に当選後、百合子さんを一生懸命応援し、国会に詰めて彼は非常に生き

生きしていました。イギリスに政治学を学びに留学し博士号を取りながら百合子さんをずっと応援していくという話

でしたが残念ながら病に倒れて、２０２０年の１１月にミュージックフェスティバルを中央公民館でやりました。具合

が悪いのではないかと心配しましたが瀬戸さんも手伝ってくれました。滅多にない事ですがピアノの調律師と口論

になり止めに入りました。今考えると体調のこともあり、神経が過敏で許せないとい気持ち、二階堂さんともあった

のかなと思いました。最後は３月１５日に瀬戸さんと山川さんと家内と私で食事をすることになっていました。当日

具合が悪くなり入院、山川さんも何も言っていなかったので私もそこまで重体とは思っていませんでした。最後に

葬儀委員長をやらせていただきましたが、彼の想いでは語りきれないのですが、瀬戸さんのために恩返しが少し

できたかなと思っています。２００６年に市議選に当選した時の写真を飾っています。時々夢にも出てきます。山川

百合子さんと二人には政治という共通した目標がありますので、山川さんが政治を続けていって瀬戸さんが目指

していたものをやっていただきたいと思いますので、応援していくことが、私ができることだと思っています。瀬戸さ

んのご冥福をお祈りし、山川さんを応援していただければと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

今後のプログラム  
8/9  公式訪問リハーサル      レセプション 
9/6  ガバナー公式訪問例会    レセプション 
9/13  誕生祝・結婚祝        レセプション 

 幹事報告       鈴木 努幹事 
 皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます。理事会の報告をさせていただきます。 
＊ ガバナー公式訪問（9/6）の次第を決定させていただきました。詳細は開催日前週にお知らせさせ致します。 
＊ ８月２１日のセミナーについて 
   職業奉仕部門 14：00点鐘  社会奉仕部門 14：30点鐘   国際奉仕部門 14：00点鐘     

大宮ソニックです。ご参加の皆様宜しくお願い致します。 
＊ 加藤・鈴木杯第１回ゴルフコンペのご案内 
   ９月１６日（金） 千葉カントリー野田コースご参加を宜しくお願い致します。 
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 百合子令夫人 
                  皆さんこんばんは、今日は瀬戸健一郎様を偲ぶ会催しいただいてありがとうござい

ます。３名の方にお話を伺うことができ、色々なことが浮かんできて、色々とお伝えした

いし、また色々お話ししたいと思いました。 

それぞれの交流の中で、瀬戸も色々なことを感じていたと思うのですが、瀬戸がいなくな 

って私がこのように色々なことを伺うと、本人が今ここにいて聞けていたらどんなことを思

ったかなと思います。 

                写真をみていただくと気づかれると思いますが、私たちの結婚生活は１２年ですが、本

当にいそがしくてゆっくりと政治のこと以外で日常のことを語り合う時間がなかったので 

す。子どもが欲しいと言う事で不妊治療をしていましたが、そのことをじっくりゆっくりと話す時間もなかったので 

す。国会行ってからはずっと一緒でしたが話したことは政治のことや政党も色々な問題もありましたし、常にそんな 

ことばかり話していました。葬儀の前になって初めて彼の子どもの頃の写真を見たのです。彼も私の子どもの頃の 

写真は見たことはないと思います。考える時間もなかったのです。初めて色々なところから引っ張り出してきて、見 

ているとすべての写真が笑っているのです。カメラを構えて撮った写真もありますが、そうでなく映り込んでいる写 

真も笑っているのです。議論している写真などまじめな写真もありますが、心配そうな顔、憂いがある顔が一切な 

いのです。私と一緒に国会での写真もありますが私は表情が憂いでいる。写真本当の姿を表していますね！自分 

でもびっくりします。彼は笑っているのです。こういう人だったのだと亡くなってから知って、私はいったい彼の何を 

見ていたのだろうと思うのです。二階堂さんが語っていただいた思いとしてあると言う事、長谷部さんが市長選の 

ことを話していただいたこと、あんなに強い理論では太刀打ちできない、うちでも喧嘩をしていましたが、彼は引か 

ないのですが、私に譲っていた、議論に勝間家ではなく、結局は私が引かないから、彼ば受け止めることで終わる 

のです。そういう人でした。強い人ではありましたが、実はすごく繊細で、その繊細な部分を彼の根底には信仰が 

支えている。「自分の言葉を自分自身として尊べ」と言う事を繰り返し、繰り返し毎のように日言うのです。「言葉を 

軽く使うな」自分で語った言葉のように生きなさい、語ったらその言葉に責任を持ちなさい、「自分の言葉を自分自 

身として尊べ」毎日のように言われていました。繊細な部分を持っているのですが、言葉にすることによって、自分 

をきちっと立ち上げるというか、その言葉通りに生きようとそのような人生を送ったと思います。 

 今日３人の方からお話を伺いまして、これからも色々な方からお話を伺っていきたいな～と思います。今日初め

て市長選のことで長谷部さんしがみついたと言う事を初めて伺いましたがその場面が想像出来ますし、彼がどれ

ほどの思いで市長選の望んだかと言う事、私はずっと見てきてわかっているつもりでいます。話はまとまりません

がそこまで自分の使命は政治と教育と言い続けていましたが、最後の最後まで政治に思いを寄せていました。病

がわかってから１年４か月、私も亡くなるとは思っていませんでした。私が面会に許されて入ってから２時間くらい

で亡くなってしまったのです。話をしていて苦しいと言い出して、看護師さんは薬を入れたから大丈夫ですよ、大丈

夫ですよというのです。私の方が本当に大丈夫なのですか？冷たくなってきていますが本当に大丈夫なのですか

と、そうこうしているうちに亡くなってしまったのです。何が起こったのかと言うという感じだし、病院側に対する思い

もあります。そんな感じで亡くなってしまったのです。最後の最後まで彼は生きようとしましたし、信仰がありますか

ら神様がなさること、最後まで期待をしていましたし、それくらいの状態にもかからず、前日３０分だけ許され、私は

彼の闘病に集中したい、政治は一端辞めたいと彼を支えることだけに集中したいと言う事をいいました。久しぶり

に面会が許された時に、「百合ちゃん本当に辞めたいのなら辞めてもいいけど、よく考えてね！早まらないで

ね！」と言う事を言われたのです。彼にとっては常に私が最優先なのです。彼は自己主張が強い人間ではありま

すが、私に譲っていますし、私だから譲ってくれたと言う事もあるでしょうが、それだけではなく結局は皆さん想像

はつかないかもしれませんが、そのことで全体がまとまるのなら彼は自分が引くのです。私はこれまでも何度も見

てきました。だから次こそは彼がと思って私はやってきたつもりですが、途絶えてしまったことは残念でなりませ

ん。本人も残念と思っている。しかし「神のなさることはすべてにかなって美しい」と言う事を１８歳の時に聖書を知

ってからずっと語り続けてきた人生から４１年経ちましたけど、その信仰によって生きた人生だったのではないかと

思います。３人の方から伺ったお話の中に、彼が生きてきたということ、皆さんの前の中に生き続けていると言う事

が嬉しく思います。このような場を設けていただいた会長始め皆さんに心から感謝をして私からの言葉とさせてい

ただきます。今日は本当にありがとうございました。 

 

 加藤 芳隆会長 瀬戸健一郎様の余りにも早いご逝去残念です。ご冥福をお祈りいたします。 
鈴木  努幹事 ８月の暑い時期にお生まれになった皆さん、おめでとうございます。 
        そして、瀬戸健一郎さんのご冥福をお祈りいたします。 
田中 和郎会員 猛暑が続いていますが、この先まだ一週間以上続く予報うんざりです。 
富永  悟会員 また暑さがもどりました。皆さん体に気をつけましょう。 
二階堂祐司会員 山川百合子様ようこそいらっしゃいました。本日は瀬戸さんの思い出を語り合いましょう。 
長谷部健一会員 瀬戸さんを偲ぶ会にご出席いただきありがとうございます。結婚・誕生祝の皆様お目でとうご

ざいます。 
松田 龍美会員 会長・幹事並びに会員の皆様、ご心配をおかけしました。無事に退院しました。 
山崎 秀美会員 瀬戸元会員、JC以降の思い出が少々ありました。 
 
 


