
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［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 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 1132回 ( 5月 9日)例会の記録  

   

点鐘      佐藤圭司会長 

合 唱     国歌斉唱 奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  田中会員 若松会員 

 

※出席報告 

会員数 出席者数 出席率 前回修正 

３２名 ２７名 83.87％ 77.42％ 

 

  会長の時間    

       佐藤 圭司 会長 

 

 先日、ロータリー会場の出口に

てこども食堂への寄付金を募った

結果、みなさまにご協力いただき 3 万円ほど集められ

たため、それをもとに５月３日「こどもフェスタ」が開催さ

れました。食材を提供してくださったのは所沢のスー

パー「ヤオフジ」さんです。こちらの女性の社長さんの

ご協力で、原価ギリギリでたくさんの食材をご用意して

いただきました。本店は蕨市の方にあるそうで、安くて

新鮮なお野菜が揃っています。このお話を一週間前

にお話ししたにも関わらず快く引き受くださって、普通

のレトルトカレーなどは安くても 128円くらいかと思いま

すが、なんと 72 円まで価格を下げていただきました。

380 個程のレトルトカレーやら食材やらを一緒に車ま

で運んでくださいました。もし機会があれば「ヤオフジ」

さんにも行ってみてください。 

 「こどもフェスタ」の会場は狭山市駅前の市民交流セ

ンターの１階と３階でした。ひまわり倶楽部の井島さん

は沢山の食材にたいへん驚き喜んでおられました。カ

レーだけでなく、パスタやグラタンなども持って行きま

したが、パスタを食べたいこどもたちが多く特に好評だ

ったようです。寄付金を募った際、レトルトなどの食品

を持ってきていただいたロータリー会員の方もいました。

ありがとうございました。 

 ３階にフードキッチンを設け、調理室として利用しま

した。こちらで毎週日曜日にこども食堂が開催されて

います。１階の小ホールにて、「こどもフェスタ」が行わ

れました。会場がかなりの広さで、たくさんのこどもたち

が参加し、思い思いの料理を楽しんでいました。ここ

には貧困のこども達だけではなく、色々なご家庭のお

母さんやこども達が参加しています。ひまわり倶楽部さ

んはこの日のために「こどもフェスタ」の広告を５千枚も

配布したそうで、参加人数は 300 人を超え、大盛況だ

ったとのことです。狭山中央ロータリーさんにお礼をと

何度も何度もおっしゃっていました。 

 またこういった機会がありましたらお声掛けしますの

でご協力をお願い致します。 

 

  幹事報告                益子幹事 

・地区より  

『2020年日本のﾛｰﾀﾘｰ 100周年に関するｱﾝｹｰﾄ』 

『青少年奉仕委員会 第１０回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ開催』  

 
 

週 報 
2016～2017年度  ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 

ＲＩのテーマ   『人類に奉仕するロータリー』 
地区のテーマ   『知恵と元気を』 ガバナー 前嶋修身 

 

 

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

            http://www1.s-cat.ne.jp/schuohrc/E－mail:schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

会長 佐藤圭司   会長ｴﾚｸﾄ 益子伸明  副会長 小島美恵子  幹事 益子伸明 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

http://www1.s-cat.ne.jp/schuohrc/E


 『高校生社会体験活動支援委員会』ご協力のお願い  

 『派遣学生２月次報告書』 

・（公財）埼玉県腎・アイバンク協会より『第２８回総会のご案内』  

・新狭山ＲＣ 創立３０周年記念式典のご案内 

・訃報 新狭山ＲＣ 島崎 正様（４８歳）ご逝去 

◎ 受贈会報  所沢中央ＲＣ  入間南ＲＣ 

◎ 回 覧  AAR ﾆｭｰｽ 5月号、ﾊﾞｷﾞｵだより 5月号 

 

｢会員卓話｣･････  

『田中角栄』    吉松孝吉会員 

田中角栄について書かれている

本は数多くありますが、その中でも

元ＮＨＫの放送記者だった池上彰

氏の本を参考に、亡くなった今も注目されている田中

角栄について皆さんにお伝えしたいと思います。 

田中角栄が亡くなって２３年になりますが、今角栄

に関する本がブームになっています。そもそも田中角

栄はどんな人物で何をした人か、角栄がやった７つの

事を見ていくと今の日本が見えてきます。 

 

① 学歴はないが総理大臣に 

② 現在進行中 日本全国の高速交通網を考えた 

③ 議員で一番多く法律を作った 

④ 金銭を使って人脈を上手に利用した 

⑤ 日中国交正常化で日本にパンダが来た 

⑥ マスコミを上手に利用しＴＶ局も多く作った 

⑦ ワイロの問題で歴史的大事件に 

 

① 学歴はないが総理大臣に 

 田中角栄は新潟県の生まれで尋常高等小学校卒で

す。終戦直後、２８歳で衆院議員に初当選、大臣経験

を重ねた後、当時の戦後最年少だった５４歳で総理大

臣にまで上り詰めました。異色の経歴から「庶民派宰

相」と呼ばれたりしましたが、意外にも総理大臣として

の在任期間はわずか２年半。 

「偉くなるには、まず大将の懐に入りこむこと」と考え、

時の総理大臣 吉田茂の門下生としてメキメキ頭角を

現していきました。 

 

② 現在進行中 日本全国の高速交通網を考えた 

 現在の新幹線や高速道路のネットワークは全て「日

本列島改造論」という田中角栄元総理の構想に基づ

いたものであり、東京一極集中ではなく中核都市の間

をネットワークで結んで日本列島がバランスよく調和が

とれた発展を遂げられるようにするという狙いがありま

した。とりわけ地元新潟への熱い思いがり、新潟が発

展するにはどうしたらいいか考え、それを日本全体に

広げたのが「日本列島改造論」だと言われています。

しかし、良いことばかりではなくそれによって土地の値

段が急激に上昇し、これでインフレになって狂乱物価

をもたらすきっかけともなったのです。 

 

③ 議員で一番多く法律を作った 

 法律は内閣が提案して作るケースが多いのですが、

国会議員も自分で作ることが出来る「議員立法」という

ものがあります。田中角栄は国会議員として３３の法律

を作りました。間接的に関与したものも含めると約１２０

にもなります。これだけ多くの法律を手掛けた政治家

はこれまでいません。 

1964 年の新潟地震を機に、その２年後には地震保険

に関する法律を作ったり、東京タワーの建設時にも解

釈を変える事で建築基準法の高さ制限をクリアしてス

トップしていた建設を再開させるなど、多くの法律作り

に関っています。 

 

④ 金銭を使って人脈を上手に利用した 

田中角栄元総理の人心掌握術は絶妙だったと言わ

れています。大臣として仕事をするとき、官僚を巻き込

むために官僚の名前は勿論、誕生日や出身地などを

暗記して、お金やプレゼントを贈っていたと言われて

います。事細かな数字も覚えていて実行力もずば抜

けていたことから、ついたあだ名が「コンピューター付

きブルドーザー」 で官僚たちの入省年次まで頭に入

れていて、官僚を味方につけ自分が行いたい政策を

実行していきました。 

また、官僚だけではなく「国会便覧」も常に手放さず、

国会議員の年齢や経歴、当選回数等も寝る前に暗記

していたとも言われています。 

伝説のスピーチで官僚の心をわしづかみにし、頼み

事は断らず、さらにお金を集めることもとても上手だっ

たそうです。 

狭山に実際に田中元総理に会ったという方がいて、そ

の方は総理の靴を脱いでもらって自分のハンカチで



拭いたそうです。豊臣秀吉が織田信長の草履を懐に 

入れて暖めていた逸話と同じようなエピソードを伺った

ことがあります。 

 

⑤ 日中国交正常化で日本にパンダが来た 

 総理大臣になって真っ先に手掛けたのが日中国交

正常化で、記念に中国から２頭のパンダが贈られまし

た。しかし、その裏には各派閥を味方につけて自民党

総裁選に勝つのが目的だったという見方があります。 

 

⑥ マスコミを上手に利用しＴＶ局も多く作った 

 郵政大臣時代はＴＶ放送が始まってまだ数年という

頃で、全国的にＴＶ局を作りたいという会社が沢山あり、

それを交通整理したのが田中角

栄で、ポンポンと全国に放送局を

作っていきました。 

自分を批判するマスコミにもきちん

と対応し、右手を挙げるのが田中

角栄を象徴するポーズです。 

 

⑦ ワイロの問題で歴史的大事件に 

 政治家として頂点を極めたものの、最後は上手く利

用していたマスコミによって金脈問題にメスが入れられ

総理大臣の座を追われ、田中内閣は 1974年 12月に

倒れました。 

退陣後、追い打ちをかけるようにロッキード事件で疑

惑の人となり、逮捕され歴史的大事件になりました。 

逮捕をきっかけに自民党を離党し、無所属となった 

後も田中角栄は国会議員を続け、田中派議員を外か

らコントロールして政治に大きな影響力を及ぼしました。 

1985 年に脳梗塞で倒れ、90 年には政界を引退し、93

年に７５歳で亡くなっています。 

 

詳しい事が知りたい方は次回にお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤君 本日の会員卓話 吉松Ｐ会長、楽しみにして

おりました。宜しくお願い致します。また、先

日５月３日のこどもフェスタに皆様から多数

の寄付を頂き、大変盛大になりました事、改

めて感謝申し上げます。 

益子君 本日の卓話の吉松Ｐ会長、楽しみにしていま

した。宜しくお願いします。 

江原君 吉松Ｐ会長、本日の会員卓話の時間はどの

ようなお話しになるのでしょうか？とても楽し

みにしておりました。宜しくお願い致します。 

稲見君 吉松Ｐ会長、今日の卓話 田中角栄、期待し

てます。 

小島君 会員卓話の時間 吉松Ｐ会長 お話しを楽し

みにしていました。 

守屋君 いつも例会楽しみです。本日は吉松殿の卓

話 期待しています。 

小幡君 ５月４日 新潟県阿賀野市にある吉田東伍記

念館へ行って来ました。ここには野口英世の

親友である石塚三郎氏の写真が 2,200枚有

り、この一枚の母の写真が英世を米国より帰

国を促したとの事です。 

佐々木君 仕事のため早退させていただきます。 

清水君 吉松Ｐ会長 卓話楽しみにしております。宜し

くお願い致します。 

 

会員誕生祝 佐藤君 

結婚記念日 江原君 野口君 沼崎君 小幡君 

 

 

 

 

 

 

 

◆次の例会 

５月２３日(火) 12：30～13：30 

    第二副ＳＡＡ ： 江原会員 古谷会員 

    会 員 卓 話 ：  栗原成実会員 
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