
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
［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(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 
 

第 1035回(4月 14日)例会の記録  
 

点 鐘    稲見 淳会長 
合 唱    国歌斉唱 奉仕の理想 
第２副ＳＡＡ 小幡君 奥冨君 
卓話講師   ロゴス学院 木田健市様 

ビジター   米山奨学生 趙恩恵さん 

 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
４０名 ３４名 83.78％ 87.50％ 

 

  会長の時間         稲見会長 
先週はニックスで夜間例会、

お花見、本当に楽しいひと時

を過ごさせて頂きました。大

勢の会員、家族の皆様に参加

して頂きまして、ありがとう

ございました。そして親睦を

始めとして、副会長の坂本さ

ん、皆さんご協力頂きまして、

本当にありがとうございました。 

今日は首都圏中央連絡自動車道、圏央道、関東

の道路について、お手元の資料を見ながら少しお

話させて頂きたいと思います。 
私の会社は高速道路の測量調査をメインに行っ

ております。資料の図を見て頂ければわかるので

すが、青い部分が既に完成をしている所です。圏

央道で言いますと、赤い所が 27年度に開通する所
で、緑の所が今事業中ということで、私共は千葉

の緑の所、大栄 JCTから松尾横芝 ICまでの間を
測量調査しております。そして東京外郭環状道路

では大泉 JCT から東名 JCT の間で仕事をしてお
ります。 
見て頂ければわかる通り、3 環状 9 放射になっ

ております。関東は本当に高速道路網がしっかり

しておりまして、圏央道が 40kmから 60km圏の
位置に計画され、総延長が約 300km、その内の
220kmが開通しているという状況です。そして東
京外郭環状道路が都心から 15km 圏内ということ

で行っており、総延長が約 85km ということにな
っております。 

 
 
平成 27年度に開通する所が桶川加納 ICから白岡
菖蒲 ICとなっております。ここがなぜ遅くなった
かと言いますと、私も以前ここ昔仕事をしたので

すが、ちょうどここに 1 本太い木がありまして、
それが御神木だとごねたことで収用になったとい

うことです。今は解決したそうですが、そのよう

な場所でした。 
境古河 ICからつくば ICは、今土地収用を行っ

ているところですので、これが上手くいけば 27
年度に開通するということです。また千葉の方の

神崎 ICから大栄 JCTまでは、来月開通するとい
うことです。そして大栄から松尾横芝 ICまでは、
今用地買収をしているところで、圏央道はこれが

終わりますと、ほぼ終了ということになります。

そのため白岡菖蒲から木更津 JCTまでの間は 4車
線にはならず、暫定 2 車線という事で工事が進ん
でいる所と完成している所があるということです。 
東京外郭環状道路については、大泉 JCTから東
名 JCT まで大深度で計画されております。現在、
環八で大泉から東名の ICまで行くと約 60分かか
りますが、これが実際出来あがりますと、12分で
行ってしまうということです。やはり高速道路が

あればかなり違ってくるということがよく分ると

思います。片や千葉の方の東京外郭環状道路につ

いては、三郷南 ICから高谷JCTまでなのですが、
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用地買収は終わっておりますので、29年度までに
は完成する予定になっております。 
関東については道路がこれだけしっかりしてお

りますので、最近は私共の仕事が無くなってしま

っております。関東の自動車高速道路の状況につ

いてお話させて頂きました。 
 
 

  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) ４・５月プログラムについて 
   家族同伴お花見夜間例会について 

1. 地区より「ロータリーの森」奉仕活動参加の
お願いについて 5月 23日（土） 

2. 国際奉仕支援金 ご協力のお願いについて 
3. ガバナーエレクトより 第１回会員増強セ
ミナー開催について（ご案内）5月 17日（日） 

4. 米山梅吉記念館より 春季例祭のご案内 
  4月 25日（土） 
5. 平成 27 年度青少年を育てる狭山市民会議総
会のご案内について 

6. 青少年を育てる狭山市民会議理事及び運営
委員(候補者)届けのお願いについて 

7. 狭山市・入間市暴力排除推進協議会より平成 
8. 27年度総会の開催について（ご案内） 
9. 例会変更 入間南ＲＣ 

10. 受贈会報 所沢、新狭山、所沢西、所沢中央 
  各ＲＣより 
11. 回覧物 米山梅吉記念館 館報 春 Vol.25 
12.ハイライトよねやま 181 
13.難民を助ける会 AARニュース 4月号 

 
 
 
《)会員 3分間スピーチ)》)

                  佐藤 圭司会員  
 3分間スピーチ、何をしよ
うか悩んだのですが、一番

衝撃的だったのが昨年 12
月 9日、私が 8年間トレー
ナー活動をしておりました

ソフトバンク元監督・秋山

幸二の奥様が、神経膠芽腫

という脳腫瘍の一番悪性度

の強い病気で亡くなったことでした。 
4年間程闘病生活を続けておりました。私は秋山
幸二の家に 8 年間住み込みで、福岡と狭山を行き
来しておりましたが、その間ずっと寝食共に、子

供の世話から買い物と、奥様千晶さんと一緒にし

ておりましたので、非常に驚き、葬儀にも参加を

させて頂きました。本当に密葬で 30人位しか入る
余地が無く、ちょうどソフトバンクの選手はハワ

イへ優勝報奨旅行に行っていたのですが、孫会長、

王会長の列席したいとの申し出も、一切お断りを

しておりました。報道関係も一切ストップという

ことで私も断られるかと思ったのですが、とにか

く行ってみましたら、よく来てくれたということ

で、2日間に渡ってお通夜と葬儀を挙げました。 
私がこの中で言いたかったのは、皆様に 3 年ほ
ど前に結婚記念の印として送りましたブリザード

フラワー、これは秋山さんの奥様が会社を立ち上

げて初めて作ったものなのです。作り上げた時に

体の変調を起こしまして、会社もすぐに閉じてし

まい、我々中央ロータリーに 33個送ってきてくれ
たのですが、これが最後でした。宅急便の荷物に

入れることもやっとの思いで入れてくれたそうで

す。それを滔々と聞かされました。最後に妹さん

が封をし、宅急便を頼んで、そのまま倒れてしま

ったという状態だったそうです。 
中央ロータリーに来た結婚記念日の記念品は、

私にとってはショックと共に、本当に有り難いも

ので、それを皆様に伝えておきたいと思い、また

持っている方はだいたい 5 年位は最低持つそうな
ので大切にして頂きたいと思います。 
私は 12月、葬式等が終りましてその話を聞いた
時に、本当に愕然と致しました。そんなことまで

して、最後にやってくれたのだと思うと、思うだ

けで涙がでます。そうした意味でも、中央ロータ

リーの記念品になったのではないかという思いを

語らせて頂きました。 
 
 

  委員会報告    
米山奨学生          趙恩恵さん 
 先々週、ロータリー米山記念

奨学会のオリエンテーション

に参加して、新しい米山奨学生

と会いました。そして先週は、

三菱鉛筆という会社の面接が

あり、それを受けるために品川

にあります本社に行ってきま

した。まだ結果はどうなるかわからないのですが、

これからの就職活動も頑張っていきたいと思いま

す。 
米山奨学生になって 1 年が経ちました。最初は
毎月 1 回、ロータリークラブに参加すること、皆
さんが週 1 回集まることが理解できませんでした。
しかし一年経った今になって、ロータリークラブ

の皆様が週 1 度集まって、ただご飯を食べるだけ
ではなく、世界のための親睦、理解、平和のため

に素晴らしいさまざまな奉仕活動をしていること

が分りました。これからも皆様に大変お世話にな

ると思いますが、ご指導宜しくお願い致します。 
 
 
 
 



「外来卓話」・・・・・・・・ 
…講師紹介…          古谷 博会員 
本日の卓話の講師の先生は木田健市様とおっしゃ

いまして、狭山市の広瀬という、私の近くに住ん

でおられるのですが、私の友人でもあり、人生の

先生でもありました。ロゴス学院という学習塾を

されているのですが、私の子供も英語を、そして

キリスト教、プロテスタントの牧師もこの傍らさ

れておりまして、大泉めぐみ教会という所の協力

牧師でもございます。また福島県の被災地へも

時々おもむき、色々活動されているようでござい

ます。 
日本の大学を出て、それからまたアメリカの大学

で 4 年間勉強をされて、国際的な視野を持ってい
る方です。ロータリーも基本的な根底は、キリス

ト教から由来しているのではないかとよく言われ

るわけですが、特に 4 つのテスト、この辺はキリ
スト教からきている部分もあるのかと思います。 
色々な研修、特に職業奉仕の研修等に行きますと、

職業倫理の中でキリスト教の考え方と共通する部

分があると、私は感じておりました。欧米人の考

え方は大体キリスト教ですので、彼らの考え方が

どのような考え方かということを知る事も、これ

から海外に出て、色々欧米の方々と接触するのに

非常に大切なことであるのかなと思います。 
日本では神と言いますと、八百万の神と、色々

な神様がおりますが、欧米人にとって神と言いま

すと、やはりたった一つ「God＝創造主」、世界を
創った人と言われているわけです。その辺のお話

が今日あると思いますので、宜しくお願い致しま

す。 
 

ロゴス学院) 木田) 健市様)

 狭山の地に住んで 30年になりますけれども、こ
のような席で皆様の前で話をすることは、教会と

は違って心臓がどきどきしております。教会です

と食事の前に、11時或いは 10時 30分から礼拝が
あり、そして 12時から食事になりますが、それと
は少し違いましたので、その面でも少し緊張して

おります。先ほどのお話の中に、被災地での測量

ということがありましたが、私の田舎が福島です。

父方が福島のいわき市平の方に住んでおりまして、

家が流されてしまいました。今は千葉の方に仮住

まいをしております。 
ただ今ご紹介頂きましたが、一つだけ訂正をさ

せて頂きます。日本で学生生活を終えましてから、

アメリカではなくカナダに住み、そこの学校に入

りました。その時の驚いたことを少しお話させて

頂きます。 
皆様は「釣りバカ」の映画を観たことがござい

ますか？私には好きな場面があります。主人公が

船で会社に行く場面があるのですが、私が学校に

入った時に、大体の人は車やバスで通っておりま

したが、一つ下の学年の彼一人だけは飛行機で来

ておりました。国が広いということは凄いという

ことと同時に、考え方も違うのだということを感

じました。日本で船や車で学校へ通えば何か注意

を受けると思うのですが、しかし彼は学校からも

何の注意もなく、学生生活を送りました。 
一度だけその飛行機に乗せてもらったことがある

のですが、飛行場がありませんのでどこに着陸す

るかと言いますと、高速道路に降りていくのです。

そして畑に駐機しておりました。そのようなこと

もあって、学んだこと、教えられたことは一つ、

国が広いということは考え方或いは行い方が違う

ということです。先ほど古谷さんにご紹介頂きま

したが、考え方、歩み方について少しお話させて

頂きます。 
皆様聖書をご覧になったことがありますか？66
巻からなっており、旧約聖書が創世記から始まり、

マラキ書という所までで終わります。大体 2/3 が
旧約聖書で、残り 1/3 が新約聖書、マタイによる
福音書から黙示録という所までです。この聖書、

旧約聖書は 39巻ございます。創世記、出エジプト
記、レビ記、民数記、申命記となり、これを「モ

ーセ 5 書」と言い、後程お話させて頂きますが、
こうしたものが 39章ございます。そして新約聖書
はマタイの福音書から、マタイ、マルコ、ルカ、

ヨハネ、そして使徒兄弟まで、27巻からなってお
ります。合わせて 66巻です。もう少し細かく言い
ますと、この聖書 66 巻、旧約聖書が 929 章から
なっており、新約聖書は 27 巻の中で 260 章ござ
います。一番長いのは旧約聖書の中の詩編 119編
で、一番短いものはマタイの福音書の一つ、なし

という章です。この 66巻からなる聖書を読む方、
或いはこれを暗記する方、一生懸命読むと大体 2
日位で読み終わると思います。しかししっかりと

学び、しっかりと読みこなすには約 1 年、長い方
では 3年位かかります。そのため聖書を読む 3年
周期のカレンダーがございます。 
この聖書を読みながらいくつかの事をお伝えし

ますが、これによって変化した人々がおります。

私もその一人でありますが、私は学生時代に教会

へ行くようになりました。東京丸の内に教会がご

ざいまして、夏の暑いときには窓を開け、ビルの

屋上でやっていたような教会です。今は丸の内で

はなくして、目黒川のほとりに教会が作られてお

ります。そして変化した人を 2 人程皆様にお伝え



致しますが、まず第一番目にマルティン・ルター

です。今から約 400年位前の方で、宗教改革をし
た人ですが、私はこのマルティン・ルターについ

て、宗教改革よりももっと興味のある事柄がござ

います。それは、彼は教育改革者であったことで

す。彼は子供に対してしっかりとした教育を行い

ました。 
教会においては「教会学校」という言葉がござ

います。この「教会学校」の源は、マルティン・

ルターであります。次世代を担う子供に、しっか

りとした教育を、或いは教えを整えていくという

意味での活動を致しました。先ほど学生時代振り

に「君が代」を皆様と一緒に歌いましたが、思い

出し歌うことができたのは、やはり小中学生時代

に歌わされた、暗記させられたということで、恐

らく自分の頭の中に入っていたからだと思います。

「君が代」という歌を歌っている中で、大切なこ

とを思い出しました。 
聖書の中に 150編からなる詩編というものがあ

りますが、この詩編のあるところを大文字だけで

とっていくと、ヘブル語のアルファベットの頭文

字を全て唱えることができます。それをヘブルの

人、イスラエル民族は歌っていた、暗記していた

ということです。どんなことを暗記していたのか、

それはこうした言葉がございます。「主よ。あなた

は代々にわたって私たちの住まいです。山々が生

まれる前から。」この言葉を彼は暗記し、歌ってい

ました。そしてルターはこの言葉を子供たちに教

え、その意味を知らせ、わかり易く説明してまい

りました。そこに子供たちに対する教育の原点が

ございます。 
今我々の社会も教育の原点というものが必要か

と思います。彼は教育の改革、或いは宗教改革だ

けではなく、歌をも、教会用語で言えば讃美歌で

ありますが、これをたくさん作りました。讃美歌

集がございますが、彼の讃美歌は 39含まれており、
「神はわが高きやぐらなり」という良く知られた

歌がございます。 
彼が宗教改革をした原点を少しお話させて頂き

ます。この聖書を読んでいる時に、彼はルカによ

る福音書の 1章 17節にある「義人は信仰によって
生きる。なぜなら、福音のうちには神の義が啓示

されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ま

せるからです。」という言葉に突き当たりました。

この言葉を読んだ時に彼は、当時カトリック教会

が行っていた信仰態度を吟味させられました。教

会、或いは教会に仕える司祭がしていたこととは、

人が神に背いた、或いは神の教えに反した行い、

言動、言葉を発している時に、その罪の許しとし

て免罪符を買うこと、或いは免罪符を納めること

によって、罪の許しが頂けるということでした。

そこに大いなる疑問と、そして聖書に則れば違う

のではないかということで、ルターは宗教改革を

行いました。当然改革を行う時には多くの至難、

迫害、苦役がありましたが、その時に彼は、旧約

聖書・詩編の中の一つ 46編から慰めを受けました。
この 46編は私も好きなのですが、「神はわれらの
避け所、また力。苦しむとき、そこにある助け。

それゆえ、われらは恐れない。たとい、地は変わ

り山々が海のまなかに移ろうとも。たとい、その

水が立ち騒ぎ、あわだっても、その水かさが増し

て山々が揺れ動いてもわれらは恐れない。」と書か

れております。彼はそのように慰めと励ましを受

けて、宗教改革を行いました。 
また日本においてもたくさんいらっしゃいます。

以前の 5000 円札の肖像画、新渡戸稲造、彼もク
リスチャンです。この方は岩手県の南部藩の生ま

れで、学業は北海道大學で学びました。「少年よ大

志を抱け」という言葉がございますが、北大では

ウィリアム・クラーク博士がアメリカから来て教

えておりました、クラーク氏が帰った次の年に彼

は 2 期生として入り、クラーク博士が持っていた
雰囲気、それを受け継いだ学生、人々の元で学び、

そしてそういったものに触れてまいりました。そ

の時に彼は、キリストを受け入れる人となりまし

た。これが新渡戸稲造です。 
何故新渡戸稲造が 5000 円札に乗っているかと
いうことを調べましたが、今から 100年近く前に
国連で事務次長まで上り詰めた国際派であり、ま

た日本のことを知らせた一人であるということが

わかりました。日本も新渡戸稲造を示すことによ

って、国際化された日本というものを示したので

はないかと考えております。 
いずれにせよ彼は北大において学び、またキリ

ストの事、聖書に触れてかえられ、メリマン・ハ

リスより洗礼を受け、クリスチャン名として「パ

ウロ」という名が与えられました。パウロと言う

人は非常に激情型の人です。同様にして新渡戸稲

造も激情型、俗な言葉で言えば喧嘩っ早く、人と

口論することが好きな人でありました。しかしキ

リストによってかえられていく中で、内村鑑三に

よって「モンク」というあだ名を付けられました。

「モンク」とは修道士という意味です。彼はその

ように穏やかな、そしてまた練られた性格となり

ました。彼の口癖に「キリスト者は争ってはなら

ない。喧嘩や口論をするよりも聖書を読みたまえ。

その内に真理がある。」というものがあり、新渡戸

稲造は学生に、人々に伝えてまいりました。 
今日本に沢山の外国の方がいらっしゃいます。そ

の方々と会話をし、理解を深めるためには、その

人と人の背後にある考え方、文化、宗教をしっか

り知らなければならないと思います。その為にも

2 つのことをお伝えし、私の言葉をさせて頂きま
す。まず「十・二・一」という言葉をお伝えさせ

て頂きます。十とは、皆様のお手元にお配りした

紙の中にある十戒です。イスラエルの人々、神学

校、欧米においては、これをよく暗記させられま

す。「われのほかに何物をも神とすべからず」その

ようなことを縷縷 10個書かれておりますが、どう
ぞこの 10個を読み考えて頂きたいと思います。そ



※ 次の例会 第 2副 SAA 柴田君 清水君 
４月２８日(火)  12：30～13：30 
外来卓話 高麗神社宮司 高麗文康様 

してそれをしっかりと守っている人たちがおりま

すが、今世を震撼させている過激派イスラム、イ

スラム教徒です。そのイスラム教徒はそこにあり

ます「われのほかに何物をも神とすべからず」と

いうことを厳格に守り、仏像などを壊したり、彼

らにとっては異教徒たちを抹殺しております。 
この十戒は旧約聖書でありますが、次の二という

ものは新約聖書です。それをまとめた新約での言

葉です。それは「汝の神を愛せよ」ということ、

もう一つは「汝の隣人を愛せよ」というものです。

「神を愛し、人を愛せよ」という言葉です。汝の

隣人を愛せよということは、条件がございません。

まずはどうかこの言葉を覚えて頂きたいと思いま

す。 
最後になりますが、この言葉と同時に、言葉によ

って慰められるという言葉がございます。それが

詩編であります。詩編の 23編、クリスチャンはよ
く覚えている聖書の言葉に、「神はわれらの羊飼い

…」というものがございますが、これをどんな時

に使っているかといいますと、欧米においてはお

葬式、或いはまた苦しい時に使います。詩編の 23
編をお読みし、最後の言葉とさせて頂きます。「主

は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。

主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの水のほとり

に伴われます。主は私のたましいを生き返らせ、

御名のために、私を義の道に導かれます。たとい、

死の陰の谷を歩くことがあっても、私はわざわい

を恐れません。あなたが私とともにおられますか

ら。あなたのむちとあなたの杖、それが私の慰め

です。私の敵の前で、あなたは私のために食事を

ととのえ、私の頭に油をそそいでくださいます。

私の杯は、あふれています。まことに、私のいの

ちの日の限り、いつくしみと恵みとが、私を追っ

て来るでしょう。私は、いつまでも、主の家に住

まいましょう。」 
皆様のご健康と、皆様の栄をお祈りさせて頂き

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
稲見君 ロゴス学院木田健市先生、今日はお話楽

しみです。３分間スピーチの佐藤 SAA 
楽しみです。 

江原君 先週の家族同伴夜間例会は皆様のご協力

を頂き最後まで盛大に過すことができま

した。本当にありがとうございました。 
古谷君 木田様、本日の卓話よろしくお願い致し

ます。 
坂本君 ロゴス学院、木田健市様卓話よろしくお

願い致します。３分間スピーチの佐藤

SAA楽しみにしております。 
吉川君 夜間例会お休みしました、申し訳ござい

ません。 
夫人誕生祝 寳積君 
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