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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1022 回(1 月 6 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
ビジター
※出席報告
会員数
39 名

稲見 淳会長
国歌斉唱 奉仕の理想
古谷君 浜野君
米山奨学生 趙恩恵さん

出席者数
35 名

会長の時間

出席率
97.14％

前回修正
87.88％
稲見会長

明けましておめでとうございます。
今日は年度当初ということで、
副会長と幹事、幹事は会長エレ
クトとなったわけですが、少し
時間を割いて挨拶をして頂き
ます。
昨年半年、皆さんのご協力で
無事に過ごすことが出来まし
た。ありがとうございました。ここで折り返し、
あと半分の 6 ヶ月となります。また皆さんに色々
とご協力頂かなければと思っておりますので、宜
しくお願い致します。
私の正月は、孫が 5 人おりますので来たのです
が、お年玉を受け取るとすぐに帰ってしまいまし
て、顔を見に来ているのか、お年玉をもらいに来
ているのか良く分からないような状況で、やはり
年を取るとお金を持っていなければ子供にまで見
放されると思い、今一生懸命貯めようと思ってい
ます。
ちょうど昨日のニュースで大間の 180kg のマグ
ロが 451 万円で落札されたといっておりました。
2 年前に若松パスト会長が大間のマグロを取り上
げていたのを記憶しておりまして、あの時に 70
万円/kg で 1 億 5 千万円でした。今回は 180kg で
451 万円ですので 2.5 万円/kg、随分違うと思いま
したが、今日のニュースでまたその人が 3 百何 kg
のものを釣り上げたと言っておりました。考えて
みますと若松パスト会長のお話した方が 3 匹全て
釣っているわけで、名人はどこにでもいるのだと

感じ、会社の年頭の挨拶の時に、出来るだけ仕事
を沢山し、お金を貯め、それを投資してスキルア
ップをしていくと話しました。
今年の大きな事業は 2 つありまして、まずは IM
（Intercity Meeting）、これは沼崎ガバナー補佐が
私どものクラブから出ておりますので、私どもク
ラブでホストをしなければなりません。3 月 14 日
に狭山市民会館の小ホールで行うことになってお
り、第 3 地区の 12 クラブが来るわけで、来る方は
想定で 320~330 名を予定しております。これを我
がクラブ全員でしっかりとおもてなしをし、迎え
なければなりませんので、これについての協議を
皆さんと何度も重ね、万全な形で迎えたいと思っ
ております。皆さんご協力宜しくお願い致します。
そして 3 月 9 日、10 日は旅行となっております。
皆さんのお手元には親睦委員会が作りましたパン
フレットが届いていると思いますが、値段もかな
りリーズナブルな 48,000 円で、宝塚を見たりシン
フォニーでのディナー、あるいは日航ホテルに泊
まったりと高級感のある旅行になっております。
是非会員家族、多くの方にご参加頂きたいと思い
ます。
そして今日は「日の丸」について少しお話させ
て頂きたいと思います。この「日の丸」は日章旗
と言いますが、寸法は横画 3、縦が 2 という割合
で出来ており、旗の中心が丸の中心ということに
なります。丸の寸法は縦の長さの 2 に対して、3/5
ということで出来ているそうで、これが法律で定
められている日本の国旗です。
日本は元々国旗が無く、室町時代や戦国時代は
各藩が自藩の旗印をもっておりましたが、幕末に
薩摩藩が外国と交渉する、ペリーが来航する頃に
どうしても旗が必要だということで、しかしまさ
か自藩の旗を掲げる訳にはいかないということで、
日本の旗を作ることになりました。まず白地に赤
と白地に黒のどちらかにするかということで、白
地に赤を選んだそうですが、薩摩藩の船がこの日
の丸の旗を掲げて幕末の混乱期に江戸に入ったと
きには、江戸市民を驚かせたということです。安
政元年に江戸幕府はこれを日本国総船印に制定し、

明治 3 年、明治政府は正式に「日の丸」を国旗と
決めたと書いてあります。この「日の丸」はバラ
ンスのとれたデザインの国旗として全世界に有名
となり、譲ってくれと高額を払って申し込んでく
る国もあったほどだそうです。
参考までに、日本の国旗を参考にした国もあり
まして、例えばバングラディシュは赤丸は日本と
同じで、白い部分がグリーンと、世界的にこの国
旗は有名だそうです。私も以前フリーマーケット
で守屋先生が出した国旗を購入したのですが、気
が付いた時には掲揚しているという状況です。

★坂本副会長挨拶
皆さん、明けましておめで
とうございます。
チーム稲見の一員として、
ご挨拶出来ますことを光栄に
思っております。
私は毎年、元旦に今年の目標
やモットーを決めますが、今
年のモットーは一文字漢字で「誠」と致しました。
その背景は中立公平で何事にも誠実に取り組むこ
と、いわゆる第三者に対して、中傷や誹謗等をせ
ずに毎月配布されますロータリーの友の中で、毎
回掲載されている、またロータリーソングの中で
必ず月一回歌っている「四つのテスト」言行はこ
れに照らしてから、
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情深めるか
４．みんなのためになるかどうか
を常に念頭に置き、稲見年度も下期に入りますの
で、会長方針でもあります「ロータリー運動の質
を高め、感銘を与え、出席の意義が満たされる例
会」の更なる充実を計るためにも、チーム稲見の
一員として、努力をして参りますので、よろしく
お願い致します。

幹事報告

江原幹事

(定例理事会)次の件が審議・承認されました。
(1) 1・2・月プログラム承認
(2)ＩＭについて
(3)その他
1. 第 2570 地区及び地区内５クラブより提出さ
れた規定審議会制定案を米国の審議会担当者
に報告した旨のお知らせが来ております。
2. Ｒ財団より年末年始のご挨拶が来ております、
また、財団奨学生募集案内とポスター掲示のお
願いも併せて来ております。
3. 中井眞一郎パストガバナーより、2016-2017
年度ガバナー推薦手続きに対し、疑問と所感
また、次年度地区役員の辞任と辞退についての

報告が来ております。
4. 地区国際奉仕部門国際支援委員会より 2014
-2015 年度 国際支援委員会現地視察報告の
ご案内と現地視察報告出張卓話を例会に活用
頂きたいとの依頼が来て降ります。
5. “サンパウロ国際大会で再開しよう”登録の
ご案内が来ております。
6.（公財）ロータリー米山記念奨学会より寄付
に対し税制上の優遇処置についてのお知ら
せが来ております。
7. 青年会議所より公益社団法人各移行のご挨
拶が来ております。
8. 例会変更 所沢中央 RC 所沢西 RC
9. 受贈会報 入間 RC 飯能 RC 所沢 RC
所沢中央 RC 所沢西 RC 所沢東 RC
10. 回覧物
ハイライトよねやま(177)
難民を助ける会 AAR ニュース 12 月号
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
今稲見会長からお話がありま
したように、昨年 12 月に理事
会が開かれまして、その席で私
が急遽エレクトということで
ご推薦を頂きました。受けるか
らには、稲見年度に引き続いて
価値ある、また実のある会にしていきたいと思い
ますので、その節は是非とも皆さんご協力をお願
いしたいと思います。
先ほどクラブ協議会を 2 月 10 日に行って欲しいと
いうお話がありましたが、これから各委員の方に
はお願をしていきたいと思うのですが、こちらの
方からご依頼する方につきましては、是非ともご
協力をお願いしたいと思っております。何せ私の
方も急遽なものですので、会長エレクトとしての
上半期における勉強会等に一切参加しておらず、
これからどうなることか不安も確かにあるのです
が、やる以上は諸先輩方のご指導を仰ぎながら、
なんとか 1 年を乗り切って行きたいと思っており
ます。そして先ずその前に稲見年度の下半期、先
ほど会長からもお話がございましたように、下半
期における各行事のご協力をお願いしたいという
ことをあわせて、皆様にはご家族を含めた参加の
ご依頼もさせて頂きたいと思っております。宜し
くお願い致します。
恐らくこれから難しい話がこれから私の方に有る
のだろうと思うのですが、それに際しましてはそ
の都度皆さんにご報告、もしくはご協力の依頼を
していきたいと思っておりますので、重ねてご協
力をお願いしたいと思っております。宜しくお願
い致します。

《)会員 3 分間スピーチ)》)
中谷和美会員
『山村の林業と過疎化に
ついて』
今、日本の山村は過疎と高
齢化、そして林業の衰退、森
林の荒廃と様々な課題を抱
えています。吉野地方も例外
ではありません。私の田舎は桜で有名な吉野山か
ら熊野に向かう国道 169 号線沿いにある川上村と
言う所ですが、この地域は全国に冠たる吉野杉の
産地で林業の盛んなところです。また川上村は南
北朝時代の南朝の終焉の地として皇室と関わりの
あることで知られています。しかし、過疎化、高
齢化は確実に進んでいます。新聞にこの状態が続
くと将来消滅するおそれがある市町村の一つにあ
げられており、愕然としました。
私の生れ育った集落は住民のほとんどが林業に
従事して生計をたてていました。村の林業が活況
だったのは戦後の復興期から 30 年代のオリンピ
ック万博と高度成長の波にのり、住宅の建設は目
覚ましく村の林業は最盛期を迎えます。しかし林
業に陰りが見え始めたのは旺盛な木材の需要を支
えるために他の物資に先駆け木材の輸入が自由化
され、また度重なる関税の引き下げで国際材は外
材との熾烈な価格戦争に巻き込まれ適正な市場価
格の形成が出来なくなりました。小規模で生産性
の低い国内の製材工場や木材産業はこれを機に衰
退の道を辿ることになります。生活の糧である林
業が衰退すると村の若者は皆、都会に出て残った
ものは家の後継ぎの長男だけ、その人達も高齢に
なり林業に従事する人もいなくなり山は間伐もさ
れず荒廃してきています。
日本の森林面積は約 2500 万ヘクタールで国土
の 3 分の 2 が森林です。その内 1000 万ヘクター
ルが人の手が入った人工林です。人工林は植林か
ら伐採まで長期に渡り多大な労力や保育の費用が
掛かります。生産された木材を販売することによ
って得られる利益をこの保育費用に充てることが
基本原則ですが、木材価格が低迷する中で特に積
極的に手を入れるべき人工林について、たとえ国
の補助金を最大限活用してもその費用をまかなえ
ないのが現状です。
昭和 30 年頃伐採された後に植林された杉や桧
の苗木は 50 年~60 年経ち柱や板を取る伐採適齢
期になっていますが、木材価格の低迷や山林労働
者の減少により山の木は伐採されず放置されてい
ます。国産林の適切な利用は森林の整備、保全、
地球温暖化防止、循環型社会の形成に貢献するこ
とから非常に重要なことです。自然の恩恵を受け
ながら日本の国土で快適に暮らすために森林が健
全な状態を維持していることが必要です。そのた
めに森林の荒廃をくい止め森林を再生させなくて
はなりません。国は林業、森林基本計画の中で平

成 32 年までに木材自給率を 50%目標に取り組ん
でおり、それを背景に一般消費者に地域材の需要
喚起をうながすために一定数量の国産材を使用し
た木造住宅、木製品について 30 万ポイント（1 ポ
イント 1 円）を付与して地域の農林水産物、商品
券と交換する木材利用ポイント事業を推進して国
産材の自給率 UP に取り組んできました。
今後も国が率先して地域林業再生に本気で取り
組む姿勢を示して欲しいと願っています。

パスト会長卓話
宮岡宏太郎パスト会長
明けましておめでとうご
ざいます。本年も宜しくお
願い致します。久しぶりに
例会に出席致しました。本
当に名前だけの会員でご迷
惑をお掛けしていることを、
この場をお借りしてお詫び
申し上げたいと思います。なかなか例会出席ので
きない会員ですので、新しく入会された方は初め
てお会いすると言う方もいらっしゃいますので、
少し自己紹介をさせて頂きます。
私は入曽地区の出身でございます。今日は意識
してニコニコしておりますが、黙っていると怖い
印象に思われがちです。しかし中身はやさしいの
で安心して頂きたいと思うところです。
今農協のディスククロージャー紙をお配りしま
したが、3 年くらい前から入間郡 10 市 3 町の大型
合併農協の組合長、トップをしており、3 年前の
古谷会長の時に農協のお話を致しましたので、こ
のディスクロージャー紙を見て頂きたいと思いま
す。
農協も合併をして今年で 20 年目に入ります。バ
ブル崩壊で破綻農協をつくらないということで、
非常に大きな、最大時には 350 億円を超えるよう
な大きな不良債権も抱えており、大変苦慮した訳
ですが、おかげさまで組合の皆様、役職員の努力
で、今では不良債権も 70 億円を切るところまで改
善致しました。内部留保も資本金を含めると 650
億円留保がございまして、経営的には全然問題の
ないという状態になっております。今日本には全
部で 700 農協があるのですが、その中でも上から
数えて規模で 7 番目の大きな農協に成長致しまし
た。これも本当に皆様のおかげということで、御
礼を申し上げます。
今日は卓話ということですが、実はこの「パス
ト会長の時間」を作ったのは私が会長の時なので
す。毎日、毎週話をすることが非常に大変で、そ
の挙句に苦肉の策で作ったのがこのパスト会長の
時間でございまして、それが今までもずっと続い
ているということは、いくらか評価も受けている
のかと思う所でございます。私もチャーターメン

バーで、恐らくこのロータリーも 22~23 年目に入
るのではないかと思います。色々と盛りの時間に
このロータリーにご厄介になりまして、非常に会
員の皆さんの影響も受けました。皆さん個人で
色々考え方があるかと思いますが、私はロータリ
ーとは人のふり見て我がふり直すところだと初め
から思っておりましたので、あまり頭にもこず、
喧嘩もしないで、23 年皆さんと仲良くできたので
はないかと思っております。皆様の指導をだいぶ
受けまして、一時は困ったときの宏太郎と言われ、
頼りにされたこともありましたが、この頃組合長
になってから、世間の目を気にするようになり、
真面目になり、今では飲み屋のママさんなんかに
は、見かけ倒しの宏太郎と言われるような状態に
なっております。しかし大勢の監視の目がありま
すので、これも致し方ないかと思っております。
組合員だけでも、正・準合わせますと、このいる
ま野は 9 万人おりますので、監視の目もうるさく、
昔のようにご気楽に色々なことが出来ないという
ことを、今残念に思っております。
今日はロータリーの例会でございますので、私
がロータリーに入っていて、これを知って良かっ
たと思うことをお話したいと思います。先ほど副
会長の坂本さんが申し上げておりましたが、
「四つ
のテスト」、私はやはりこれがロータリーに入って、
一番私の大事な時に役に立った教えだと思ってお
ります。特に「真実かどうか」「みんなに公平か」
ということは大切なことで、だんだん立場が上に
なればなるほど、これが非常に要求されるものか
と思っております。「みんなのためになるか」「好
意と友情を深めるか」は、後から自然についてく
るものではないかと思うところでございます。
今年 3 月 29 日に私も古希を迎えることになりま
して、希にみる古さという状況になりますので、
いくらか能書きを言っても許されるかと思います
ので、そうした意味でお許しを頂きながら、お話
をしたいと思います。
古谷会長の時に東北の大震災がございまして、
福島原発がやられ、皆さんご承知のようにメルト
ダウンが起き、農産物が放射能の被害を非常に受
けました。特産のお茶も汚染の被害を受け、500
ベクレルという基準値を超えるものがありました。
その時に厚労省は荒茶を調べろと言ったのですが、
埼玉だけは仕上げ茶だということで、厚労省の言
うことを聞かず、仕上げ茶の検査をしておりまし
た。古谷 P 会長も茶業業界の会長をしておりまし
たので、大変苦労をされたと思います。それが厚
労省の逆鱗にふれたのか知りませんが、小宮山と
いう女性の大臣に変った途端に、抜き打ちの検査
を厚労省にされ、その時は茶業業界、県の農林部
が一体となり、荒茶の検査を拒否していたわけで
すが、やはり早いお茶にいくつか、その検査でひ
っかかるものが出てしましました。その時に私は
このままではいけないと、農協の組合長をしてお
りましたので、やはりコンプライアンスの時代に

基準値を操作したりするということは、被害者が
加害者になってしまうということで、農協は取扱
量が少なく表にでなかったのですが、これからは
仕方ないと、私が県の農林部へ行き、農協は安心・
安全な農産物をお茶に限らず供給する責任がある
ので、農協が泥頭を引き受ける、荒茶の検査を農
協が行いますという宣言をし、荒茶の検査に踏み
切りました。
これもロータリーの 4 つのテストなのです。
「真
実かどうか」「みんなに公平か」、やはりこれが最
後を決めると思います。今でもあの時に県知事と
農林部長が言った言葉を覚えているのですが、
「組
合長、もしこれで失敗したらどうするのですか」
ということでした。それに対し「私が組合長を辞
めて責任を取る」と答え、それで動き出したので
すが、ロータリーの 4 つのテストを毎日歌って、
教えを持っていたのであそこで決断が出来たのだ
と思います。
もう一つ、組合長になってちょうど 8 か月位経
った頃、今でも覚えておりますが 24 年の春先で、
ちょうど私もリーダー研修といって組合員を
1500 人位連れて行く旅行があり、新潟の月岡温泉
へ下見に行くときの関越トンネルをくぐった時に
電話が入りました。何かと思いましたら、窓口の
職員に 2 億 3 千万円横領されたという連絡なので
す。その時も越後湯沢から皆と離れて急遽新幹線
で戻ったわけですが、あの時の新幹線の中ではど
うしたら良いかと真剣に、必死に考えました。そ
の時に出た結論は、
「全部私の責任として受け止め
よう、そしてその代りに原因究明と再発防止策を
私の責任に於いてしっかり行う」というものでし
た。やはりそれもロータリーの 4 つのテスト「真
実かどうか」「みんなに公平か」、本気で自分で全
部引き受けられるか、それがこのように色々起き
た大切なことを左右するのだと思います。その時
に出した結論が、本当に最後まで行き、私は農林
水産省に呼出をくらい、傷害の 1 千万円の着服、
50 万円の着服と 3 ついっぺんに出ましたので、お
前らは泥棒を飼っているのかとまで言われました。
非常に厳しい、要改善命令を出すかどうかの瀬戸
際まできたのですが、私が 4 つのテストに基づき、
自ら農協一丸となって再発防止策、責任の取り方
を明確に示したおかげで、改善命令まで行かずに
済んだわけです。改善命令が出るとプロパーの貸
し出しまで全て農林中継を行うことになり、そう
なると職員の給料までも随分と下げることになっ
てしまうのです。ロータリーの 4 つのテストとい
うものを頭にしっかりと刻み込んでいて良かった
と思っております。
手前味噌な話をしてしまいましたが、私は「人
の振りみて我が振り直せ」、
「4 つのテスト」、これ
は本当に我々事業をする上に於いて、非常に大切
なことで大きなことだと思っております。ちょう
ど良い卓話の機会を頂きましたので、皆様の前で
少し生意気な話をしたかもしれませんが、お話を

させて頂きました。あと 2 年半、宮仕えをしなけ
ればならないので、会員としての任務を果たせず
皆さんにご迷惑を掛けると思いますが、あと 2 年
半我慢を頂いて、それまで色々と農協の方を頑張
りたいと思いますので、宜しくお願い致します。

新年おめでとうございます。残り半年、
皆様のご協力よろしくお願い致します。
江原君 皆様、新年明けましておめでとうござい
ます。昨年中は大変お世話になりました。
本年も昨年同様何卒宜しくお願い申し上
げます。宮岡 P 会長新年早々の会員卓話
楽しみにしておりました、何卒よろしく
お願い致します。
栗原(成)君 新年おめでとうございます。今年も稲
見年度が益々発展します様に期待してい
ます。3 月 14 日の IM が成功します様に
ご協力して下さい。
宮岡君 中央 RC の皆様明けましておめでとうご
ざいます。本日はパスト会長の時間をい
ただき、皆様の前でお話をする事となり
久し振りですので大変どきどきしており
ます。よろしくお願い致します。
沼崎君 平成 27 年、今年もよろしくお願い致しま
す。本年は自分の時間を作り好きな事を
します。昨年出来なかった旅行と登山、
73 歳になるのでほどほどです。
小澤君 明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願い致します。
坂本君 新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
園部君 バイオリン演奏ありがとうございます。
優雅な食事のひと時を頂きました。本年
も宜しくお願い致します。
狭山中央美女軍団 明けましておめでとうござい
ます。今年もよろしくお願い致します。
会員誕生日 石川君 中谷君 田中(隆)君
夫人誕生日 東 君 栗原(憲)君 守屋君
佐々木君 柴田君 清水君 佐藤君
結婚記念日 佐藤君 古谷君 吉松君

ヴァイオリン演奏

・

プログラム

１、ガヴォツト （ゴセック）
２、メヌエット (ボッケリーニ)
３、愛の挨拶
（エルガー）
４、早春賦
（中田 章）
5、北の国から〜遥かなる大地より（さだまさし）
６、情熱大陸
（葉加瀬 太郎）

稲見君

2014〜2015 年度
ニコニコ累計額

1,864,000 円

※ 次の例会
第 2 副 SAA 寳積君 石川君
1 月 20 日(火) 12：30〜13：30
クラブ協議会 ＩＭについて
栗原(成)実行委員長

