
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

［第 3 グループ内の例会日］ 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 1072 回( 2 月 9 日)例会の記録     

 

点 鐘    江原伸夫会長  
合 唱    四つのテスト 

第２副ＳＡＡ 小幡君 奥富君  

卓話講師   前衆議院議員・文部科学大臣  

中山成彬様 

ビジター   入会希望者 櫻澤俊子様 

            

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３６名 ２７名 71.87％ 88.23％ 

  パスト会長の時間     

沼崎正徳パスト会長 

私は RI2570 地区の研修

委員ですから、クラブの研

修委員さんと共に会員に

対する「ロータリアンの知

識、行動に対して研修」す

る立場です。それ故面白可笑しい話をすると言う

訳にはいきません。今日は卓話の機会を戴きまし

たので、申し訳有りませんが少々難しい話をさせ

て頂きます。 

ロータリークラブの基礎についての話です。 

〇ロータリアンの３つの条件（これは是非覚えて

おいて下さい） 

① 年会費を払う 

② 例会に出席する 

③ ロータリーの友を購読する  

〇ロータリーとは何ですか（覚えていなくて結構

です、どこに書いてあるかを知っておいて下さい） 

  ロータリーの友の最初を読んでください。「歴 

史」と「目的」と「今年のテーマ」などが書いて 

あります。「ロータリーの目的」４項目あります。 

今年の国際ロータリーのテーマは「世界のプレゼ 

ントになろう」です。「４つのテスト」があります。 

これは日ごろロータリアンが自分自身に言い聞か 

せておくべき項目です。 

〇｢ラビンドラン新会長」、皆さん前の｢黄-ファン｣

会長との違いを意識していますか？ 

新入会員さん以外の方々は気が付いています

か？毎月の｢ロータリーの友｣の最初を読んで、

先のファン会長との違いに注目して下さい。ロ

ータリーは毎年変わるのです。  

 ・国際平和への考え方が異なるように思える。 

 ・貧富の差の大きさ、生活の貧しさ、差別 が紛

争の元と言う現会長の指摘があります。 

 ・その他、会員増強に対する捉え方が異なってい

ます。 

その原因は彼らの生まれや国家の生い立ちの違

いが出ていると私には思えます。長年イギリスの

植民地として虐げられたセイロン（今のスリラン

カ）は日本の植民地であった台湾とは大きく違っ

ていたのでしょう。このような問題点を気にしな

がら是非「ロータリーの友」を読んでください。雑

誌委員長さんはここまでお話をして頂けません。 

さて次は今日のスピーチの本題です。 

私がガバナー補佐をやりました昨年度の地区大
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会に於ける講師に来て頂いた明治大学教授、斎藤

孝先生の講演の中からその抜粋をお話します。当

日お聞きになられた方には復習と思って下さい。 

2014.12.07地区大会講演要旨 斎藤 孝（明大教授） 

「コミュニケーション力」 

〇聞く人の作法 話をしている人の目を見る、う

なずく、あいづちを打つ、ほほえむ、にこやかに

受け止める。話し手をまっすぐ見る。話し手にへ

そを向けるのが良い。何かをやりながら、よそ見

をしていると要点を聞き漏らす。⇒やってみよう 

〇雑談で良い、他人と話をしよう 黙っていると

機嫌が悪く腹を立てている様に思える。 

・話すきっかけが大切。まず挨拶。内容は何でも

良い、目的が無い方がとっつきやすい。 

・周りの人とのコミュニケーションの始まりは、

そこにある諸事万端なんでも話題の種にするの

が良い。天候、TV番組、プロスポーツ、ペットな

どは有力手段。景色、相手の持ち物、着衣、自分

の物も良い。その結果無用の軋轢を回避できる。

⇒やってみよう 

〇練習が大切 まず隣の人、前後の人と自分の好 

きな事、食べ物、趣味、鑑賞するものなどを話題に 

して話をしてみる。年寄り相手には病気、薬、健康 

の話が有力。初めての人との会話は絶好の練習の 

チャンス。旅行中の隣の人は練習相手に好都合⇒

やってみよう 

〇話す人は聞き手に近づき目を見て話す 基本は 

一対一。宝塚の俳優も演歌歌手も基本は観客一人 

一人の目を見ながら演じている。演壇から降りて 

通路で聞き手の近くで話したり、歌ったりするの 

は有力手段。⇒やってみよう 

〇長くなる講演会では「軽い体操」で気分を和らげる 

やって見ると効果がわかる。①体を上下に揺する

②肩を揺すり軽く跳ねる③両手を頭上に組み左右

に曲げる（イテテテ）④手の指を外側にそらす、左

右数回やるとリラックスする。⇒やってみよう 

「日本語の理解力」 

〇日本語は仮名と漢字の組み合わせで成り立つ言語  

漢字が読めないと日本では生活できない。表音文 

字だけでは日本語の意味は通じない、漢字の組み 

合わせ即ち熟語が大切。本を読み使える語彙を豊 

かにする。「発展途上国の生産性を高める」と言う 

文章は「音」を聞いただけではその意味が解らない。 

漢字の熟語を理解しているから意味が通じる。最 

近の若者、大学生も不得手な人が増加している。 

⇒日本語の危機、気を付けよう 

〇文字を読み理解力を付ける 新聞で十分、字を

読み理解する。熟語を使った言葉使いをする。そ

の毎日の習慣が頭を鍛え、国力を維持すること

に通じる。勿論老化防止になる。明治以降の近代

日本の国力増進の原動力は国民全体が字が読め、

物事を正確に理解し、学問や技術の追求に邁進

出来たからである。もし人が新聞を読まなくな

った場合、記事を書く記者の能力が下がり、記事

の内容がますます劣化、その挙句新聞そのもの

が存続しなくなる。マスコミが単一化した時は

これは恐ろしい事で、民意をコントロールされ、

単一化に向かう危険性が高い。人の判断力が低

下し国の将来を判断できる人が減り独裁者を生

む素地になる。⇒恐ろしい事。小学生から文章を

読む習慣を持つ。携帯でいくらゲームをしても

害があるばかりで学力は付かない。⇒文章を読

む習慣、やってみよう 

〇やってみよう 

これから毎日、色々な機会にこれらの事を実践

し、慣れる。人がそして世の中が変わるかも知れま

せん。 

さて今日の本題は以上です。お分かりいただけ

ると思います。本を読まなくなる、新聞も読まない、

そのようになった時の危機。言うまでも無く今の

豊かな日本の抱える大きな問題と言えます。安保

法案、TPP、消費税、国会の議論に注目しましょう。

ロータリーが識字率向上活動をやっています。世

界平和のためには非常に重要な活動ですが、足元

にも沢山問題が有ります。 

嬉しい事に私たちのクラブには次のような事が

あることを思い出して下さい。今を去る事３年ほ

ど前、小島幹事が彼女が読まれた本の紹介をして

下さいました。あるデパートの女性店員さんの心

構えと行動についての本でした。早速私はその本

を買って読みました。さすがです。人間の向上心と

はいくつになっても衰えを知らないですね。さら

に最近田端会員が提供して下さっている「職場の

教養」と言う冊子。字は簡単で読むのもやさしい。



毎朝職場の朝礼で声を出して回し読みをするよう

に書かれていますが、その内容はレベルが高い。頭

の中では解っていても行動は困難を極めます。さ

らに加えて彼女の名刺には JUST DO IT！すぐや

れ！と書かれています。注目しましょう。 

この様にいつまでも漢字、熟語を忘れない日々

の努力が明日の日本の基礎を築いている事を私は

再認識しています。 

         

 

  幹事報告                小島幹事 

１. 第２６１０地区ガバナーより、第５回 日台ロ

ータリー親善会議のご案内について。 
２. 例会変更  所沢 RC、飯能 RC、所沢東 RC 

入間南 RC 
３  受贈会報 飯能 RC 所沢西 RC 
４. 回 覧  学友会ニュース 2015 年 12 月号 
 
 

  委員会報告    
R 情報・雑誌委員会            浜野委員 

「ロータリーの友２月号」  
横書表紙は、千葉県野田市にある清水公園の梅の 
花で、昨年 2 月 28 日に取られた写真だそうです。

もうしばらくするとこのような光景が見られるの

ではないかと思います。 
縦書表紙には、長野県木曽郡南木曽町博物館の懐

かしい光景が載っております。 
【横書】 

8 頁、ロータリーの方が青少年に対して色々とイ

ベントを行っている内容が書かれてありますので、

お読みになって下さい。 
【縦書】 

4 頁、スキージャンプの葛西紀明さんの話が出て

おります。非常に貧しい家に生まれましたが、ジャ

ンプに魅せられ、最初は道具がなかったため先輩

のお下がりの道具を使っていたそうです。 
最近妹さんが亡くなられたと聞いておりますが、

難病の妹さんが凄く応援してくれたということ、

またお母様も火事によって体の 70％のやけどを負

ってしまったということで、本当に色々な不運を

背負いながら、今 40 歳過ぎても現役で頑張ってい

るということが、最近清原選手のニュースがあり

ましたが、対照的だと思いました。 
勇気を頂けると思いますので、是非読んでみて下

さい。 
 

「外来卓話」・・・・・・・・ 

・・・講師紹介・・・     若松泰誼会員 
改めて紹介することもない位なのですが、小泉

政権の時に文部大臣をされた中山先生です。麻生

さんの時には国交大臣もされておりましたが、早

く辞めたという珍しいケースでした。 
先生と私は同郷で、たまたま同じ歳なものです

から、随分長いこと応援させて頂いております。表

でやって頂きたいと日頃思っている人でございま

す。先生今日は宜しくお願い致します。 
 
前衆議院議員・文部科学大臣 中山成彬様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

私が住んでおります宮崎平野はポカポカですが、

こちらは寒いだろと来ましたら暖かかったので、

多分私が暖かい空気を運んできたのだろうとそう

思っております。 
今日は中央ロータリー、卓話に呼んで頂きまし

て本当に光栄に思っております。家内、中山恭子か

ら以前卓話に行くのだという話を聞いたことがご

ざいますが、本当にお世話になっております。 
今若松さんから紹介頂き思い出したのですが、日

教組は日本の教育の癌だと言って国交大臣を辞め

てからもう何年経つでしょうか。最近は永遠の 0
の作者、百田尚樹さんが同じことを言ってくれま

して、大変心強く思っているところでございます。 



4 つのテスト、一番下の「皆のためになるかどうか」

にドキッと致しました。私の話す事がためになる

かわかりませんが、私が心配していることをいく

つかお話申し上げたいと思っております。 
北朝鮮が人工衛星と称する長距離弾道ミサイルを

打ち上げましたが、それに対してイージス艦を 3
隻配置し、PAC3 というものを私が住んでおります

市ヶ谷を始め、石垣や宮古島まで配備致しました。

それだけきちんとやっているのだというパフォー

マンスだったのですが、あんなもので撃ち落とせ

るはずはないし、発射から数分で飛んでくる訳で

すから、本当に日本に向けているのか、どこにいく

かわからない、それを撃ち落とすとはなかなか大

変な事、しかも破片を撃ち落としてどうするのだ

ということで、私は疑問に思いながら見ておりま

した。 
はっきり申し上げて、北朝鮮が核武装をすると

いうことを止めることは出来ないと思います。彼

らはとにかく自国を守るために、金王朝を守るた

めに、絶対に核武装の道を突き進むのではないか

と思っております。ですから、それに対して日本は

どうするのか、今でも北朝鮮、中国は、数百基或い

は千何基と言われるミサイルを日本に向けて配備

しているわけですが、「言う事を聞かなければ一発

ぶち込むぞ」等と言われたときにいったいどうす

るのか、そういう意味で日本人に覚悟を問われる

時が近く来るのではないかと思います。 
尖閣もそうで、いつ中国が尖閣列島に上陸して

来るのか、本当にちょっとした油断を見せると必

ず上陸してくるということですから、絶対に上陸

させないという毅然とした気構えと対処法をとっ

ておくことが必要ではないかと思っております。 
沖縄ですが、私本当に心配しておりますのが今の

翁長知事、もともと自民党の県連幹事長で辺野古

移転通信役、旗振り役だったのが、いつの間にか辺

野古反対という事で知事に当選したわけです。ど

のように変説したのか、何のためなのかはわかり

ませんが、色々な情報から致しまして、彼の後ろに

は中国がついている、中国がついているがために

あんなに強気なのだろうと思います。 
この間の宜野湾市の市長選挙で、移設賛成の現

職が通ったので、ある意味では歯止めをかけるこ

とが出来たと思っておりますが、辺野古があるの

は名護市というところで、なんとか米軍基地を維

持しなければなりません。中国はとにかく米軍基

地が目障りで仕方ないのです。この米軍基地がな

くなればどうなるかということはご承知の通り、

フィリピンから米軍が撤退いたしましたらすぐに

中国が出てきまして、南沙諸島を占拠したわけで

すが、そうしたことをみると、今琉球という、琉球

王国や独立、自決権、民族自決権、ようするに沖縄

はずっと差別されてきたのだと、その差別意識を

助長しながら、日本から離れよう、独立しよう、そ

うした動きがあるのです。 
私も辺野古基地に 2 度ほど行きました。たくさ

んの人が座り込んでいるのですが、地元の人がい

ないのです。皆内地から来た、一線を退いたような

おじいちゃんおばあちゃんのような人が座り込ん

でいるので、お金を含めて、そのお金がどこからで

ているのだと、それは中国だとはっきり言ってわ

かっているのですが、そうしたことがあるという

ことを私たちは押さえておかなければならないと

思っております。 
私大蔵省におりましたときに、沖縄返還、本土復

帰がありましたから、通貨交換、ドルを円に換える

仕事を致しました。それから主計局という所で、防

衛予算を担当しましたときからずっと沖縄は関心

を持ってみてきているのですが、そうした意味で

は鳩山さん、あの人はいけなかったと、最低でも県

外等という事を言うものですから、あれで名護市

長選挙も負け、そして今の状態になってしまった

のです。 
私が何故日教組は日本の癌だといったかと言い

ますと、それは民主党政権を抑えているのが日教

組と自治労だからなのです。その日教組と自治労

が支えている民主党が日本の政権を執ったら日本

がおかしくなる、日本がダメになると、本当にその

ことを強く訴えてきました。しかし沖縄もあのよ

うな状態になり、そして 3.11 の時の菅首相の行動

は酷いもので、本当に気をつけなければいけない

と思います。 
今のマスコミ、先ほど沼崎さんも仰っておりま

したが、新聞も気を付けなければいけないと、紙だ

け見ていると独裁にいってしまうとありましたが、



本当にその通りでございまして、沖縄も琉球新報

と沖縄タイムスという 2 つの地元新聞があり、そ

れがほとんどを占めておるのですが、それが本当

に反基地、反米、反本土と琉球独立を煽っているの

です。 
私は沖縄に呼ばれまして、その 2 つの新聞を正

す会というものの顧問をしております。そしてこ

ちらでは朝日新聞を糾す会にも入っております。

沖縄は「正す」ですが朝日新聞は「糾す」、どちら

がきついかはお解り頂けると思います。 
沖縄の 2 つの新聞も酷いですが、朝日新聞は本当

に酷いと思います。私も色々な新聞を行間まで読

まなければならないという思いで見ているのです

が、彼らが何をしようとしているか、昨年の集団的

自衛権、これは違憲だ等、戦争が出来る国になる、

或いは徴兵制が復活する等、皆さんそんなことは

有り得ません。戦争に巻き込まれないために、日本

の国を守るためにどうしたら良いかということを

考えなければならないわけで、今民主党が安保法

案を廃止すると言っておりますが、それでは廃止

してどう日本の国を守るのだということがないわ

けです。そこを考えただけでも、いかに無責任かと

いうことがわかります。 
マスコミの前では言いっぱなしで良いのですが、

政治というのはそういうわけにはいけませんので、

日本を守るということが根底になくてはならず、

もちろん私はマスコミも日本の国が大切、日本を

守る、日本を大切にするという視点を忘れないで

欲しいと思っております。アメリカなどを見てい

ると、そうした意味ではうらやましいという気は

致します。 
一昨日集会がございました。昨年 12 月 28 日に

日本と韓国の間で、従軍慰安婦に関しての日韓合

意ができたということはご承知だと思うのですが、

それに対して本当に安倍内閣はとんでもないこと

をしてくれた、あの安倍内閣が、というのが私たち

の反応でございました。日本の保守と言われてい

る、日本の国を大切にしようとしている人たちが

たくさん集まった集会を致しましたが、今まで安

倍内閣を支持してきたけれども、これからは是々

非々でいこうということで、皆さん物凄く怒って

おります。どういう事かと言いますと、結局軍の関

与の元で、朝鮮の女性に大変な迷惑をかけたと謝

って、10 億円を出すという事になったのです。こ

れが問題なのです。 
外交とは日本は日本で解決する、韓国は韓国で

解釈するというということが外交なのですが、軍

の関与ということで、日本の場合には、軍が慰安所

を設置したり、慰安婦を移送したり、或いは衛生管

理をしたりと、そういう意味で関与したのだと言

いたいわけですが、韓国はどのように解釈するか

と言いますと、日本軍は 20 万人の朝鮮の女性を強

制連行して、性奴隷にして殺したということを言

っているわけです。そして今それが世界中にずっ

と広まってきているわけです。何故こうなること

が分らなかったのかと、今本当に不思議で仕方が

ないのですが、安倍さんとしても昨年は戦後 70 年

ということで、安倍談話を出し、最後に我々の子や

孫、その次の世代までも、いつまでも謝罪を続ける

というそうした宿命を背負わせてはならないと、

このように書いてありました。これは良いことだ、

その通りだと思ったのですが、安倍さんは 70 年の

内にと思ったのでしょう、12 月 28 日という御用

納めという時に、わざわざ岸田外務大臣を派遣し

て、軍の関与を認めてしまったということです。 
朝鮮の女性 20 万人、20 万人とはその当時朝鮮

は 2000 万人しかいなかったので、100 人に 1 人の

若い女性、自分の娘や近所の娘たちもいたはずで

す。それを日本の兵隊さん達が強制連行していく

のを、朝鮮の人たちが黙って見ていたのか、朝鮮の

男たちは黙って見ていたのかと、私がそのように

申しますと朝鮮の人たちはカッカと怒るのですが、

全く強制連行などという事はとんでもないことで

ございまして、ご存知の方もいらっしゃると思い

ますが大変なお金を頂き、お金持ちになったので

す。日本の兵隊さん達の給料が 15 円、20 円の時

に、月に 3000 円も稼いでいたということです。 
7~8 年前になりますか、ある軍医さんに千葉に

呼ばれたことがあります。その方は戦争中ソ満国

境の黒河にいたということで、そこに日本兵が 5
万人集結し、100 人からの慰安婦がいた、そしてそ

の中の 10~20 人くらいが朝鮮半島の女性だったと

いうことでした。彼女たちの衛生面を調べること

がお医者さんだったのですが、彼女たちがおかげ



様で私たちは朝鮮の、故郷の両親に仕送りも出来

て、こんな風に衛生管理もして頂けて、本当にあり

がとうございますといって、泣いて感謝していた

という事です。それが実体で、要するにほとんどは

日本人だったという事です。彼女たちはそうした

意味で感謝をしていたのに、なぜ今あのおばさん

達が出てきて色々言っているのかと、これは朝鮮

の国民性だと思うのですが、このようにそうした

事実を知った上で、知っている私達ですから、なぜ

安倍さんがあのような合意をしたのかという事で

す。これからの国、子供たち、若い人たちが夢を持

てる未来のためにとかいてありますが、本当にそ

うだと思います。私たちはもう自分の事よりも子

や孫の事を考えなければならない世代ですが、結

果安倍さんによって、子供たちに謝罪し続ける宿

命を負わせてはいけないと言いながら、12 月 28 日

の合意によって、これからの子供たちにあの朝鮮

の情勢を正座で絵にしたり、そうした酷いことを

した先祖の子供たちだ、子孫だという事を世界中

にも定着させてしまったのです。これは本当に子

や孫たちに申し訳ないという気持ちでいっぱいで

ございます。 
少し経済のお話をさせて頂きたいと思いますが、

今日も株がどうなっているのか、例の黒田日銀総

裁がマイナス金利を導入してから、市場が乱高下

しておりますが、どのように考えたら良いのかわ

からないのだと思います。実はあの黒田総裁とは

私の一年後輩でございます。私と家内は若い頃ワ

シントンに行っておりまして、私は世界銀行、家内

は IMF におりました。その IMF の日本人室に黒

田総裁と家内は机を並べて 3 年間、一緒に仕事を

しておりました。その頃から知っておりますが、彼

は非常に良く勉強をしておりました。そして何よ

り頑固ですから、言い出したことは聞きません。そ

の彼が日銀の総裁になって良かったと思いました。 
私の同期の武藤敏郎君とは日銀総裁のリストに

あがっていたのですが、民主党政権だったもので

すから、財金分離に反する等言われてとうとうな

れませんでした。そして一つ下の黒田君が今一生

懸命頑張ってくれています。私は彼が金融緩和、異

次元の金融緩和ということでずっと 2 年以上やっ

てきておりますが、本当に良かったなと思ってお

ります。逆にこれまで日銀出身の総裁が、本当に金

縮、とにかくデフレをずっと続けていたのです。皆

さん、日銀にとっては物価が安定していることが

一番大切なのです。物価が上がるのは困るのです。

そのためずっとデフレが続いてきました。この十

数年間、日本の GDP、国民総生産はほとんど上が

らず、その間に中国等が成長しましたから、あっと

言う間に日本は衰退してしまいましたので、本当

にそうした意味で失われた 10 年、20 年と言われ

ますが、その後に出て来た黒田君が変えてくれて

良かったと思います。しかし今回マイナス金利と

いうものを言い出しまして、今日は事業をされて

いる方も沢山いらっしゃると思うのですが、マイ

ナス金利の数値がどういう事かと言いますと、市

中銀行は預金の一部を日銀に預けなければならな

いことになっております。しかし今それ以上に、日

銀の当座預金に預金をしております。そして預金

をしておりますと、0.1%の金利がつくわけです。

今非常に低金利なものですから、それでもありが

たい、今民間ではお金を借りたいという人は少な

いものですから、黒田総裁としてはなんとか銀行

から民間にお金が流れて欲しい、民間の人にお金

を借りて欲しい、銀行もお金を貸して欲しいとい

うことを盛んに言っているわけです。 
しかし今みておりますと、資金需要がないので

す。お金を借りたい人がいない、企業が沢山の内部

留保、お金を持っているのです。そのため、更にお

金を借りてまで業容を拡大したい、設備投資をし

たいという人があまりいないものですから、お金

がジャブジャブ余っているわけです。このお金を

どうするかということなのですが、なかなか難し

いものです。ご存知の通り日本の企業は M&A で

海外に出ていって、海外の企業を買っております。

日本の企業とはなかなか自分の事業を売るという

事はしませんが、外国は自分で作った会社をすぐ

売ってしまうのです。何を言いたいかと言います

と、変な物件を掴まされては困るなという事です。 
20 年ほど前、バブルの時に日本はどんどん出てい

きましたが、あの時は本当に大損をして帰ってき

ました。そして今また同じことをやろうとしてい

るということで、よほど気を付けて、我々の預金で

すから、きちんと考えて欲しいという事と、マイナ



ス金利というものは、景気が良くなるという事よ

りも、皆さん今でも預金金利は安いと思います。

100 万円預金して利子は 200 円で 0.02%です。し

かしさらにこれを下げたがるだろうと思います。

すると一般の人はますますお金を使わないように

なり、すると GDP の 6 割は個人消費ですので、個

人消費がなかなかあがらないことになって、結局

日本経済にマイナスになるのではないかと、私は

そのことを心配しております。 
今やるべきは何かと言いますと、民間がお金を

使わないのであれば国がお金を使うべきだという

事です。今本当に金利が安く国債も本当に安いの

ですが、私が心配しておりますのは、無利子の国債

を出して、定期的に国の動向を見ながら公共投資

をしていくということ、ちょうど高度成長の頃設

備投資をした橋等が更新期に来ており危ないので、

そうした所に使うという形で、日本の国富を使う

べきではないかと、私は今日本経済が本当に危な

いときにさしかかっているという気がしてなりま

せん。 
もう一つ心配しておりますのが、文部大臣をし

ておりましたのが 10 年前ですが、あの時にゆとり

教育の見直しをしておりました。そしてもう一つ、

自虐教育を止めろということを言いました。教育

の見直しは大分進みまして、授業時間も増え教科

書も厚くなりました。中身をみて大分充実したと

思うのですが、自虐教育はなかなか直りません。 
昨年は新しい教科書を採択の年でした。歴史と公

民の教科書が新しくなったのですが、それを見て

いると相変わらず、私からみて自虐的な教科書で

あります東京書籍が半分近くを占めております。

昨年新たに自由社というところから、南京事件は

なかった、通州事件というものがあったというこ

とを初めて記述した教科書が出来ましたが、どこ

にも採択されず、逆に共産党と日教組が学び舎の

教科書があちこちの有名中学校で採択されており

ます。子供たちがあの教科書で学んで、高校、大学

へ行き社会へ出たら、また日本は自虐的になって

いくと感じました。本当に残念です。 
皆さんここにありますように、若い人たちが夢を

持てる未来にと思いますが、夢以前に日本人とし

ての自信と誇りを持った子供たちでなければ、こ

れからの社会の中で日本人は活躍していけない、

日本の国を守ることもできないのではないかと思

います。中国が攻めてきたときに、奴隷の部屋を選

択することのないように、私たちはこれからの子

供たちのためにもしっかりとした教育をしなけれ

ばならないのだと思います。私の頃よりもさらに

日教組が蔓延してきているということを考えて、

大変心配でございます。 
家内も本当に頑張っております。次世代の党か

ら、｢日本のこころを大切にする党｣に名前を変更

致しました。これはどういう事かと言いますと、気

持ちとしては次の世代の事を考えるのですが、

色々な所に講演に行くと、次世代のことだけ考え

て我々のことは考えてくれないのかという年配の

方がいるということで、そうではないという意味

も含めて、｢日本の心を大切にする党｣と致しまし

た。 
何とかイズム、イデオロギーではない、我々の先

祖からずっと育んできた日本の伝統文化、日本の

心があります。お互いを尊重しながら命を大切に

しましょう、この様に話合いをしていく日本の心

というものが、私はこれから日本だけではなく、イ

スラム国等宗教的な色々な争いで、憎しみが憎し

みを生むという連鎖で人殺しが終わりませんが、

私はこの日本の心が、日本だけではなく世界の平

和のための一番原点なのではないかとそんな気が

しておりまして、私はこの党名改正には賛成をし

ております。しかし参議院だけでありますのであ

まり知名度がありませんので、この間の世論調査

では 0.02%でした。1000 人に 2 人しか指示をして

くれないという弱小な政党で非常に苦労をしてお

りますので、なんとか応援をしていかなければな

らないと思っているところでございます。 
なかなか皆さんのためになるような話も出来ま

せんでしたが、最後に、新聞、テレビ、ある意味で

は批判的に、本当にそうなのか、これはどういう事

を意図して報道しているのかと思えるような人た

ちというものがロータリアンだと思っております。

皆さん方が地域社会の中心となってオピニオンリ

ーダーとなって、世論を、住民をリードしていって

頂きたいという事をお願い致しまして、終わりに

したいと思います。ありがとうございます。 



 
                        
     
 
江原君 本日の外来卓話の時間は元文部科学大臣 

中山成彬先生にお出で頂いております。 
お忙しい中ご都合をつけて下さいまして

ありがとうございます。何卒宜しくお願

い致します。そしてパスト会長の時間を

沼崎パスト会長にお願いしております、

宜しくお願い致します。また、本日は田中

隆行会員ご紹介で入会予定の櫻澤俊子様

にご出席いただいております。今日一日

楽しんでいって頂きたいと思います。 
小島君 中山成彬様、ようこそお出でいただきま

した。卓話楽しみにしておりました。 
    沼崎パスト会長、パスト会長の時間よろ

しくお願い致します。 
浜野君 前衆議院議員、元文部科学大臣中山成彬

様ようこそお越しくださいました。勉強

させて頂きます。宜しくお願い致します。 
稲見君 元文部科学大臣、中山成彬先生ようこそ

当クラブにお出でいただきました。宜し

くお願いします。新入会される櫻沢俊子

様ロータリーライフを楽しんで下さい。 
益子君 前衆議院議員中山様、卓話楽しみにして

いました。よろしくお願いします。 
    パスト会長の時間、沼崎パスト会長お話

しを楽しみにしています。 
守屋君 中山成彬先生、当クラブへおいで下さい

まして、誠にありがとうございました。 
佐藤君 本日の外来卓話、若松パスト会長、ご紹介

での前衆議院議員中山様お茶とホンダの

町狭山へようこそお出で下さいました。 
    本日の外来卓話楽しみにしております。

宜しくお願い致します。 
柴田君 本日は中山先生、私共ロータリーに卓話

ありがとうございます。 
若松君 中山先生、今日の卓話楽しみにしていま

した。宜しくお願い致します。 
吉川君 先週体調を崩してお休みしました。もう

どこもかしこもガタガタです。 
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