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第 1218 回( 5 月 21 日)
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ

清水幸彦会長
我らの生業
小幡会員 奥富会員

SDGｓ（エス・ディー・ジーズ）とは、持続可能な
開発目標！

※出席報告
会員数
32 名

出席者数
22 名

出席率
81.48 ％

例会の記録

前回修正
-

２０００年の国連ミレニアムサミットで、２０１５年までに
達成すべき国際社会共通の目標としてまとめられたミ
レニアム開発目標（MDGｓ）に続き、２０１５年の国連で
２０３０年までの新たな国際開発目標、持続可能な開
発目標（SDGｓ）が採択されました。

１７の大きな目標

パスト会長の時間

益子 伸明

パスト会長

２０１９年から地区の委員会が以下のように
変更されます！






地区会員増強委員会と新クラブ結成推進委員
会を統合して「地区会員増強委員会」とする
職業奉仕委員会と青少年奉仕委員会の責務の
一部を社会奉仕委員会が担う
ロータリー地域社会共同隊委員会とロータリー親
睦活動委員会の責務の一部を社会奉仕委員会
が担う
会員特典委員会と地区クラブ奉仕委員会を廃止
する
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貧困をなくそう
飢餓をゼロに
すべての人に健康と福祉を
質の高い教育をみんなに
ジェンダー平等を実現しよう
安全な水とトイレを世界中に
エネルギーをみんなにそしてクリーンに
働きがいも経済成長も
産業と技術革新の基盤をつくろう
人や国の不平等をなくそう
住み続けられるまちづくりを
つくる責任使う責任
気候変動に具体的な対策を
海の豊かさを守ろう
陸の豊かさも守ろう
平和と公正をすべての人に
パートナーシップで目標を達成しよう

（17 の目標の他、169 のターゲット、更に 230 の指標があります。）

日本政府は総理大臣を本部長とした「SDGｓ推進本部」
を設置し、率先して取り組む体制を整えました。
狭山市長は、市政と教育に向けて SDGｓの達成に寄
与する必要があると公言しています。

映画「独裁者(1940 年)」
チャップリン自らが書いたスピーチ

申し訳ないが、私は皇帝などなりたくない。それは私
には関わりのないことだ。誰も支配も征服もしたくない。
できることなら皆を助けたい、ユダヤ人も、ユダヤ人以
外も、黒人も、白人も。
私たちは皆、助け合いたいのだ。人間とはそういうも
のなんだ。私たちは皆、他人の不幸ではなく、お互い
の幸福と寄り添って生きたいのだ。私たちは憎み合っ
たり、見下し合ったりなどしたくないのだ。
この世界には、全人類が暮らせるだけの場所があり、
大地は豊かで、皆に恵みを与えてくれる。 人生の生
き方は自由で美しい。しかし、私たちは生き方を見失
ってしまったのだ。欲が人の魂を毒し、憎しみと共に
世界を閉鎖し、不幸、惨劇へと私たちを行進させた。
私たちはスピードを開発したが、それによって自分自
身を孤立させた。ゆとりを与えてくれる機械により、貧
困を作り上げた。
知識は私たちを皮肉にし、知恵は私たちを冷たく、薄
情にした。私たちは考え過ぎで、感じなく過ぎる。機
械よりも、私たちには人類愛が必要なのだ。賢さよりも、
優しさや思いやりが必要なのだ。そういう感情なしに
は、世の中は暴力で満ち、全てが失われてしまう。
飛行機やラジオが私たちの距離を縮めてくれた。そん
な発明の本質は人間の良心に呼びかけ、世界がひと
つになることを呼びかける。
今も、私の声は世界中の何百万人もの人々のもとに、
絶望した男性達、女性達、子供達、罪のない人達を
拷問し、投獄する組織の犠牲者のもとに届いている。
私の声が聞こえる人達に言う、「絶望してはいけない」。
私たちに覆いかぶさっている不幸は、単に過ぎ去る
欲であり、人間の進歩を恐れる者の嫌悪なのだ。憎し
みは消え去り、独裁者たちは死に絶え、人々から奪い
とられた権力は、人々のもとに返されるだろう。決して
人間が永遠には生きることがないように、自由も滅び
ることもない。
兵士たちよ。獣たちに身を託してはいけない。君たち
を見下し、奴隷にし、人生を操る者たちは、君たちが
何をし、何を考え、何を感じるかを指図し、そして、君
たちを仕込み、食べ物を制限する者たちは、君たちを

家畜として、単なるコマとして扱うのだ。
そんな自然に反する者たち、機械のマインド、機械の
心を持った機械人間たちに、身を託してはいけない。
君たちは機械じゃない。君たちは家畜じゃない。君た
ちは人間だ。君たちは心に人類愛を持った人間だ。
憎んではいけない。愛されない者だけが憎むのだ。
愛されず、自然に反する者だけだ。
兵士よ。奴隷を作るために闘うな。自由のために闘え。
『ルカによる福音書』の１７章に、「神の国は人間の中
にある」と書かれている。一人の人間ではなく、一部の
人間でも なく、全ての人間の中なのだ。君たちの中
になんだ。君たち、人々は機械を作り上げる力、幸福
を作り上げる力があるんだ。君たち、人々は人生を自
由に、美しいものに、この人生を素晴らしい冒険にす
る力を持っているんだ。
だから、民主国家の名のもとに、その力を使おうでは
ないか。皆でひとつになろう。 新しい世界のために、
皆が雇用の機会を与えられる、君たちが未来を与え
られる、老後に安定を与えてくれる、常識のある世界
のために闘おう。
そんな約束をしながら獣たちも権力を伸ばしてきたが、
奴らは嘘をつく。約束を果たさない。これからも果たし
はしないだろう。独裁者たちは自分たちを自由にし、
人々を奴隷にする。
今こそ、約束を実現させるために闘おう。世界を自由
にするために、国境のバリアを失くすために、憎しみと
耐え切れない苦しみと一緒に貪欲を失くすために闘
おう。理性のある世界のために、科学と進歩が全人類
の幸福へと導いてくれる世界のために闘おう。兵士た
ちよ。民主国家の名のもとに、皆でひとつになろう。
今から約８０年前に、SDGｓの内容とほぼ同じものを、
たった 3 分間のスピーチで世界に伝えていたことに驚
きとその難しさを感じました。

本日のお客様紹介
< 佐々木康 幹事 >
株式会社横河ブリッジ 顧問 福田雅旨 様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・例会欠席の連絡のお願い
・My Rotary 登録のお願い
・受贈会報 入間 RC
所沢 RC
・回覧
ハイライトよねやま 230 号
次年度役員・理事のお知らせ
（所沢西 RC･所沢東 RC）

例会変更のお知らせ
（飯能 RC・所沢中央 RC）

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会（小林奈保絵 委員長）
「ロータリーの友 5 月号」の紹介
【横組み】
考えよう、海洋プラスチックごみ（P14-17）
【縦組み】
愛があるなら叱りなさい（P4-8）
・プログラム委員会（沼崎正徳 次年度委員長）
新年度のプログラムについては、会員卓話に
重きを置き、また「パスト会長の時間」は
「会長の時間」の後 30 分話しをして頂きた
いと考えています。

ＮＥＸＣＯ東日本のコーポレートスローガンは
「あなたに、ベスト・ウェイ」
。お客様に「最良の
選択・最高の道」をお届けする。

民営化の目的





経営方針





卓話

約 40 兆円に上る有利子債務を確実に返済
真に必要な道路を、会社の自主性を尊重しつ
つ、早期に出来るだけ少ない国民負担の下で
建設
民間ノウハウ発揮により、多様で弾力的な料
金設定やサービスを提供




お客様を第一に考え、安全・安心・快適・便
利を向上させます。
公正で透明な企業活動のもと、技術とノウハ
ウを発揮して社会に貢献するとともに、的確
な企業情報の発信を行います。
終わりなき効率化を追求するとともに、経営
資源を最適に活用することにより、お客様サ
ービスと企業価値を向上させ、健全な経営を
行います。
社員各自の努力とその成果を重視し、チャレ
ンジ精神を大切にします。
「お客様」
「地域社会」
「国際社会」
「国民」
「株
主・投資家」「取引先」「社員」などのあらゆ
るステークホルダーに貢献するＣＳＲ経営を
推進します。

組織概要
株式会社横河ブリッジ 顧問

福田

雅旨

様

【経 歴】
昭和 29 年 新潟市生まれ
昭和 54 年 東北大学大学院（土木工学）卒業
日本道路公団入社
平成 11 年 ＪＨ浦和（さいたま）工事事務所長
平成 17 年 ＮＥＸＣＯ新潟支社 道路事業部長
平成 19 年 ネクスコ・メンテナンス関東
専務取締役企画部長（出向）
平成 23 年 ネクスコ・メンテナンス関東
代表取締役社長（出向）
平成 28 年 ネクスコ・メンテナンス関東
代表取締役社長
平成 30 年 ㈱横河ブリッジ 顧問

ＮＥＸＣＯ東日本グループの概要

商 号
愛 称
代表者
社員数
本 社
資本金
設 立
目 的

東日本高速道路株式会社
ＮＥＸＣＯ東日本
代表取締役社長 小畠徹
約 2,200 人（H30.3.31 現在）
東京都千代田区霞が関 3-3-2
525 億円
平成 17 年 10 月 1 日
高速道路の新設、改築、維持、修繕、そ
の他の管理を効率的に行うこと等により、
道路交通の円滑化を図り、もって国民経
済の健全な発展と国民生活の向上に寄与
すること

ＮＥＸＣＯ東日本グループが目指す姿
維持管理業務のグループ会社化
NEXCO 本体と一体となって、安全かつ信頼性の高いサ
ービスを、現場機能の効率化を通じて低コストで提供

グループ会社と一体となった現場マネジメント
協働体制の構築が重要

ＮＥＸＣＯとは
Ｎippon Ｅxpressway Ｃompany Ｌimited
の略であると同時に、
ＮＥＸＴ（次なる） ＋ Ｃｏ（共に）
という、共に“みち”の先へを示すふたつの言葉
を組合せ会社の姿勢や熱意を体現している。

現場重視の経営を実現し、現場力を高める
＜お客様との接点である現場事務所を重視＞

お客様満足度（CS）の向上へ

維持修繕業務
道路を常に良好な状態に保ち、安全で快適な走行
環境を確保して、お客様に安心してご利用頂くた
め、交通事故・災害が発生した時の復旧工事、冬
期の除雪作業、道路の清掃・草刈等
 高速走行しているお客様に接して作業を行う
ため、お客様への安全と作業の安全の両面に
おいて、高度な安全管理が必要
 交通事故・のり面崩壊・地震・降雨・霧等の
様々な事象に対し短時間で復旧を行う必要が
あり、会社にも昼夜を問わない 24 時間体制を
要請
 多種多様な作業が重複する事から、総合的な
メンテナンス技術が必要
 緊急時（災害、大規模事故及び雪氷作業等）
に対応する技術者の確保が必要
個々の従事者には、各種構造（舗装、橋梁、トン
ネル、電気・通信設備等）に関する専門的知識、
専門的技能（特殊車両の免許）
、安全管理能力、機
動力が求められる。

清水(幸)君本日のお客様、株式会社横河ブリッジ
顧問 福田雅旨様、お忙しい中お越し
頂きましてありがとうございます。卓
話宜しくお願い致します。
佐々木君 株式会社横河ブリッジ顧問 福田雅旨
様、本日はようこそおいでくださいま
した。本日の卓話楽しみにしていまし
た。
江原君
株式会社横河ブリッジ顧問 福田雅旨
様、お忙しい中ようこそお越し頂きま
した。本日の卓話を宜しくお願い致し
ます。
浜野君
本日の卓話、株式会社横河ブリッジ顧
問 福田雅旨様、ようこそお越しくだ
さいました。本日の卓話楽しみにして
いました。宜しくお願い致します。パ
スト会長の時間、益子パスト会長宜し
くお願い致します。
寶積君
本日はお足元の悪い中、福田雅旨様よ
うこそいらっしゃいました。卓話楽し
みにしております。
小島君
株式会社横河ブリッジ顧問 福田雅旨
様、ようこそお越しいただきました。
お話し楽しみにしておりました。会長
の時間、益子パスト会長宜しくお願い
します。

益子君

柴田君

田端君

本日の卓話、株式会社横河ブリッジ
福田様、楽しみにしていました。宜し
くお願いします。
福田雅旨様、本日は雨がひどい中、卓
話のために御来駕いただきありがとう
ございます。東日本高速道のお話しを
宜しくお願いします。
株式会社横河ブリッジ顧問 福田雅旨
様、本日はどうぞ宜しくお願い申し上
げます。楽しみにしております。

◆ 次の例会 ◆

6 月 11 日（火）
例会臨時変更
年度納慰労会家族同伴夜間例会
会
場： 喜代川
点
鐘： 18：00
6 月 18 日（火）
第 2 副 SAA： 吉松会員 高田会員
クラブ協議会： 退任挨拶

