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２８回（第５９１回）会長挨拶 
                          

    棚澤 正行 
 皆様こんばんは、今日の予定は御覧の通りご

多忙中の小島先生の教授会とのかねあいで変

則な例会となりました。皆様先生の卓話、政治

の裏話いかがでしたでしょうか？私はいつも

ながら楽しく拝聴させて頂きました。 
 
 李プログラム委員長のお骨折りで、来週も政

治の勉強会として現衆議院議員、本多平直先生

の卓話となります。ぜひご出席頂き、現在の国

会はどうなっているのか皆様と考えてみたい

と思います。 
  
 今月の第一例会はここでの例会の後に、念願

の花見絵をする事ができ１７名の出席で１４

名もの花見への参加を頂きました、棚澤年度の

良い思い出になると思います、ご協力有難うご

ざいました。 
  
 引継例会のアトラクションを検討しており

ます、目玉の一つとして小野寺会員のスポーツ

&タレントマネージメント会社ノラ・ジャパン
のご協力により、格安にてタレントの「元女子

プロレスラーダンプ松本さん」をお呼びしての

トークショーをする事になりました。また、や

はり引継例会には音楽が必要という意見も出

ておりましたので、残った予算でやって頂ける

アーティストの方を現在探しており IDM を開

いて決めたいと思います。楽しみにしていてく

ださい。 
 
 今月の１７．１８日に行われた地区大会につ

いて報告させて頂きます。 
１７日は埼玉グランドホテル本庄にて、第 1日

本会議、地区指導者育成セミナー、RI会長代理
歓迎晩餐会、１８日は、本庄市民文化会館にお

いて第２日本会議が行われました。 
 一日目は RI会長代理挨拶、08～09年度会計
報告などがあり、元 RI 理事の関場慶博先生の
「ロータリー未来は」というお話、ここでは今

ロータリーはルネッサンスだと言っておりま

した。もう一方、曹洞宗長徳寺住職・酒井大岳

先生の「今を大事に」というお話で、これは面

白くそして為になるお話でした。 
笑って、涙してそして勉強になる古典落語の引

用だそうです。 
「今を大事に」について、明日死んでしまうか

もしれないから今を大事にという考え、スター

トラインに立った今と考えるべき、」「明日出来

る事を無理に今するな」と言う余裕が大切で先

を見ろという坊主も居る。 
 清水寺の舞台は９９９本の材木でできてお

り、一本を直すのに全部ばらす必要があり、こ

れは世界平和を意味しており、手をつないでい

るという意味であるとかの蘊蓄や、「１００年

に一回水面に顔を出す亀が漂流している一枚

の板に空いた穴に顔を突っ込む事があるだろ

うか？」「無いとは言えない、こうしてお前と

私は会っていると弟子に諭した」というお話、

西川ガバナーエレクトが２日目の挨拶で引用

した「箸よく水盤を回す」と言う話では、大き

なタライに張った水を一円玉の大きさの円を

箸で回し続けるとやがて大きな渦を造るとい

う話。諦めずに頑張っていれば「俺にも手伝わ

せてくれ！」というのがでてくるという事。 
最後のお話では、当時中学３年生の森田佳代子

さんの「おそろしい」というタイトルの詩で 
 困難にぶつかるよりも 
    人にうらぎられるよりも 
 つらいことよりも  
    悲しいことよりも 
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 苦しいことよりも 
      もっとおそろしいのは 
 あきらめてしまうこと――   
  そこですべてが終わってしまうから・・・・ 
諦めてはだめだというお話で締めておりまし

た。 
 
 ２日目は１４名の会員に御参加頂き有難う

ございました。 
 記念講演は加藤玄静ガバナーの母校である、

立正大学学長の「キリマンジェロに雪が無くな

る」と言う難しいお話でした。 
 後は、RI会長代理挨拶や、前年度の各表彰式
があり会員増強で籠原 RCが表彰されていたの
で何人入会したのか聞いたところ、４人だそう

で当クラブもあと２人入会して頂き来年表彰

してもらいたいと思いました。 
 
 しかしなんと言っても今回の目玉は米山奨

学生の「金善花」さんが 17 人の奨学生の代表
で立派に１３００人入る会場で御挨拶された

事です。 
 きっと主席何だと思います。お話の中で、「奨

学生になれて嬉しい、この事によってアルバイ

トから解放され、勉強に打ち込める、これは一

石二鳥、三鳥」と言っておりました。 
 また奨学生としての目的や、心の基礎のお話、

ロータリーの味を味わい、ロータリーの味がす

る、香りがする奨学生に成りたいと話しておら

れました。 
 米山カウンセラー会議の報告で島﨑委員長

より報告があると思いますが、大変優秀な方で

す、留学生では手を焼いた事もありましたが、

こんなに立派な奨学生のお世話をできる事に

誇りを感じます。金さん宜しくお願いします。 
                           

以 上 

幹 事 報 告 

     
    渡邊 藤男 
 
１． 地区より 
＊ 国際ロータリー第 2570地区青少年交換
プログラム 第 41 期生（2011～2012
年派遣）交換学生の募集について（お願

い） 
＊ 5月のロータリーレート 1ドル＝92円 

２． 財）ロータリー米山記念奨学会より 
＊ ハイライトよねやま１２２ 

３． 熊谷市国際交流協会より 
 ＊熊谷市国際交流協会役員会並びに総   

 会・懇親会の開催につ いて（通知） 
 ＊シェイクハンズの送付及び平成22年
 度会費納入について 
４．熊谷東 RCより 
 ＊年度計画書 
 ＊第 30回新世代・RYLA剣道大会のご
 案内 
 ＊インド RC探訪 
５．大野百樹先生より 
 ＊お礼状 
         以上が届いております 
 
 
 
 

小島敏男先生卓話 
 
熊谷南ロータリークラブの皆様には、今日ま

でのご支援・ご協力に対し、心から感謝してお

ります。政治からの引退表明をしてから早いも

ので 7 ヶ月になろうとしています。39 年間に
亘る政治生活でしたが、好きな政治が続けてこ
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られた喜びとあの時の感動を想い起こしてい

る今日この頃であります。 
 現在は、立正大学の客員教授として週一回の

授業を持っています。学生は法学部３，４年生

が対象で、224人で階段教室で行いますが、90
分間の緊張の場でもあります。学生時代に教員

志望だった私にとって、今になって大学で教鞭

を執るとは夢にも思っていませんでした。 
 現在、年 30 コマ授業の中の 3 回目が終わっ
たところですが、政治を志した時代背景から、

私の経験してきたことをお話ししています。冒

頭に、テレビ新聞等で大きく取り上げられてい

る時事問題について、私の考えを率直に述べ、

問題提起をしています。 
 3 月 19 日の教室では、①中国チベット地域
の地震について、②アイスランドの火山噴火、

③日本国内、特に沖縄普天間飛行場と政府の取

り組みについて取り上げました。 
 イデオロギーは出来る限り抑えて、純粋な気

持ちを持っている学生個々が、いかに受けとめ、

そして考えるかを少し残しておきます。 
 それにしても、現在の国会のあり方には、大

いに疑問があります。景気回復や国益につなが

る外交問題をそっちのけで 7月の参院選のこと
ばかりで、政界を離れて冷静に見られる立場に

いると、国民不在で少し頭にきています。 
 鳩山総理や小澤幹事長、そして逮捕された石

川議員、北教組からお金の支援を受けた小林議

員の問題は論外で、少なくとも国民の代表とし

てふさわしくありません。 
 自民党政権でも、ここまで図々しく数の力を

誇示しての態度はとっていませんでした。 
 折角政権交代をしたのですから、長い間の自

民党政権の悪しき慣習や贅肉を取り除いてく

れるものと、私自身大きな評価をしていました。

しかしながら、残念なことに野党癖が抜けず、

言ったことは理屈をこねまわしても改めない

点があります。 
 例えば、子供手当てですが、選挙直前の公約

で選挙結果に多大な影響を与えた第 1の約束事
です。今年度は半額の 13,000 円を月々に支払
っていますが、来年度から 26,000 円を支給す
ることになっています。総額 5兆 3千億円、ち
なみに日本の安全と国民の生命財産を守って

いる防衛費は 4兆 8千億円です。バラまきもこ
こまでくると財源はどうなのかと素人でも心

配になってくるのではないでしょうか。 
 又、沖縄普天間飛行場移設問題についても、

5 月末までの決着を約束した総理の発言が揺ら
いでいます。 
 総理自身、つき 1,500 万円、一日 50 万円の
母親からの支援も全く知らぬ存ぜぬで通しき

った神経は、まさに宇宙人と言われても仕方な

いでしょう。 
 それを攻める自民党も内部から離党する議

員が後を絶たず、こちらも与党ボケしています。

混迷の時代を象徴しているかのように出来て

いるのも異常です。ほとんどが似たりよったり

の党であり、国民が判断を下すのに大変ご苦労

されるのではないでしょうか。 
 与謝野馨議員が現内閣を評して、「閣僚の方、

1 人ひとりは立派な人が多いが、チームとして
は機能していない」と申された通り、鳩山監督

や小沢コーチの指揮下では、国際チームで勝ち

抜くことは出来ません。一日も早く、健全なそ

して大人のチームを作ってもらわなければと

願っています。 
 新党は、全て民主党の独走を許さない気持ち

で統一されているようです。衆議院と参議院と

数で制した場合には、小澤幹事長の思うがまま

の独裁政治が行われる可能性が否定できない

からです。 
 マニフェスト（政権公約）に載っていない永

住外国人に対する地方参政権の付与や選択的
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夫婦別姓の法案を今国会にも提出しようとし

ています。 
 何が起きるか検討も付かない今の政治状況

を、私達は注意深く監視する必要に迫られてい

ます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
棚澤正行会長・渡邊藤男幹事 

 小島先生のお話楽しかったですね～。宇宙人 
 の首相？では今の日本は支えられないので 
 は？小島先生が首相だったならどうなるの 
 かな～？金善花さんよ うこそ南 RCへ奨学 
 生としておいで下さいました。これから宜し 
 くお願い致します！ 
熊谷東RC 会長・井桁憲治  

      社会サービス委員長 山田義明 

 東クラブ剣道大会スポンサー広告のご協力 
 ありがとうございます。 
岡部俊之会員 

 今年小島先生の地元平戸において特別養護 
 老人ホーム１００ベットを建設します。完成 
 の暁には御近所づきあいをお願いします。本 
 日の卓話楽しみに拝聴いたします。 
澤田將信会員 

 お世話になります。本日は小島先生の卓話、 
 よろしくお願い致します。米山奨学生金様、 
 一年間お世話になります。澤田でした。 

佐川順一会員 

 日頃よりお忙しい中、小島敏男先生には、南 
 クラブまでお越しいただき、大変ありがとう 
 ございます。本日の卓話宜しくお願い致しま 
 す。又、米山奨学生金善花さん、ようこそ。 
 楽しんで行って下さい。歓迎いたします。 
加藤博会員 

 本日、小島先生には、大変お忙しいところご 
 来訪いただきありがとうございます。ご指導 
 よろしくお願い致します。 
馬場孝会員 

 こんばんは。小島先生、本日の卓話を楽しみ 
 にしております。金善花さんようこそ南クラ 
 ブへ。歓迎いたします。 
石井一則会員 

 小島先生、金さん、御来訪ありがとうござい 
 ます。お話楽しみです。 
植竹知子会員 

 小島先生、今日は楽しみに参りました。よろ 
 しくお願い致します。熊谷のクリエイターズ 
 手帳、発売しました。直実手帳は熊谷人には 
 便利ですヨ！ 
高田直樹会員 

 前衆議院議員小島敏男様、本日の卓話ありが 
 とうございました。そして、米山奨学生金善 
 花さん、熊谷南ロータリークラブへようこ 
 そ！熱烈大歓迎いたします。 
[奥様誕生] 
井上哲孝会員 

 妻に美しい花をありがとうございます。 
 皆様こんばんは!!小島先生ようこそ南 RCへ 
 お越し下さいました。本日のお話楽しみにし 
 てます。チャチャポーヤの夜桜営業、皆様の 
 ご協力により、無事終了致しました。本当に 
 ありがとうございました。妻の誕生日は明日 
 22日です。付き合い始めて 31年目になりま 
 す。思えば長いようで短いですね。 


