
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                              
 
 
 

 

 

 

◎司会     ＳＡＡ・親睦委員会  杉山 真一 

◎点鐘             会長 小田 泰機 

◎ロータリーソング「我等の生業」       

          ソングリーダー 菊池  敏 

「四つのテスト」の唱和    

ＳＡＡ・親睦委員会  杉山 真一  

 

◎お客様紹介          会長 小田 泰機 

東京西南ＲＣ（地区財団資金管理委員長）花岡 宏昌様 

卓話講師        新党大地代表 鈴木 宗男様   

                              秘書 佐々木直人様 

◎会務報告           会長 小田 泰機 

特にない。 

◎幹事報告           幹事 田﨑 博実 

 花見移動例会の決算報告を配布。ハイライトよねやま

１８２、国連ＵＮＨＣＲ協会のネパール大地震の緊急

募金のお願い、５月２７日座禅移動例会の出欠の確認 

 

◎次年度会務報告    会長エレクト 宮本  誠 

 １、次年度奉仕プロジェクトは、障がい者テニススク

ールの実施、ラオス小児病院支援、一般市民向けポリ

オ撲滅キャンペーンの３つに決定。 

 次年度年間スケジュールは、ガバナー公式訪問が９月

１６日（水）に多摩クラブと合同夜例会、２５周年記

念式典が１０月７日（水）と、地区正式決定。 

 障がい者テニスは１０月１５日（木）、予備日２７日

（火）、親睦旅行は１１月８、９日（日月）と決定。 

同じく１３日に第３回クラブ運営管理連絡会議を開催、

とりまとめ後、６月に決定予定。 

【 委員会報告 】 

◎出席報告      出席奨励委員会 中谷 綋子 

会員総数                 34名 

出席義務者数                26名 

出席義務免除者            8名 

出席者数 出席義務者(事前MU2名含) 21名 

出席義務免除者             7名                                    

計                28名 

出席率    28/33  =  ８４．８５％ 

第1146回例会（4/20）訂正出席率７５．００％ 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員会 荒瀧 義機  

 小田 泰機  除草ヤギが一頭黙々と草を食べてい 

        た。この暑さの中、頭が下がります。 

 田﨑 博実  今日もお仕事がんばりましょう。 

 足立潤三郎  新党大地代表 鈴木宗男様ようこそ 

        お越しいただきました。卓話楽しみ 

        です。 

 荒瀧 義機  鈴木宗男様 佐々木直人様ようこそ 

        いらっしゃいました。 

        卓話楽しみです。 

 大松 誠二  鈴木様、ようこそいらっしゃいました。 

        卓話よろしく。 

 遠藤 二郎  ロータリー財団資金管理委員長  

花岡宏昌様ようこそいらっしゃい 

ました。 

 萩生田政由  新党大地代表 鈴木宗男様ようこそ‼

いらっしゃいました。 

卓話楽しみです。 

 伊澤ケイ子  鈴木宗男様ようこそお越し下さい 

        ました。卓話楽しみにしています。 

 菊池  敏  新党大地代表 鈴木宗男様 卓話 

        楽しみにしております。 

 峰岸  忠  お客様ようこそ、鈴木先生卓話よろし 

        くお願いします。 

皆様お久し振りです よろしく。 

宮村  宏  鈴木宗男様 卓話楽しみです。 

森本 由美  鈴木さま、花岡さま、ようこそいらっ 

しゃいました。 

村上  久  鈴木宗男先生 遠路御苦労様です。 

        本日の卓話宜しくお願い致します。 

斎藤 誠壽  沖縄は梅雨入りしたようです。 

        しばらく暑さが続くと思いますので 

        皆様お体お気を付け下さい。 

津守 弘範  鈴木宗男さんようこそ 卓話楽しみ 

        にしております。 

海野 榮一  鈴木宗男様 ようこそいらっしゃい 

        ました。  

 

本日の合計￥２０,０００ （累計￥８５６，３３６） 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１４～２０１５年度 

 

全員参加のロータリー活動を！             

 

  



◎その他委員会 

 

 ★クラブ創立２５周年記念事業実施委員会 

            副実行委員長 海野 榮一 

 

諸事情により急遽変更任命

されました海野です。 
今後、会議を重ね、しっかり

と事を決めていきたいと思

っていますので、各担当の

長の皆様は、エンドレスで

決めていくので、その心づ

もりでお付き合いくださ

い。 
 
◎表彰 ポール・ハリスフェロー  峰岸  忠会員 

 
このような表彰をいただき、とて

も嬉しいです。 

これからもロータリー活動に励ん

でいきます。ありがとうございま

す。 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 村上  久 

 

本日の卓話は、新党大地の代表で

ある鈴木宗男さんです。今の政治

の状況などのお話を、どうぞお聞

きになって下さい。 

 

◎卓話 「今の政治状況」  

新党大地代表 鈴木宗男様 
 

本日は、足寄高校の先輩の村上さんのお招きで伺いまし

た。足寄は、日本で一番大き

な町で、香川県とほぼ同じ

面積を持つのに、人口は７

５００人、牛の方が多いな

どと言われています。同じ

く高校の７つ後輩に、４０

年間トップクラスのシンガ

ーソングライターとして活

躍する松山千春さんがいま

す。彼も同じく男気のあるやつで、私自身に色々な事が

あっても、「何があろうが、鈴木宗男」と私を信じてくれ

る、実に人としての筋を通す人物だと思っています。 

 

 

 

 

対して、今の政治はこれでいいのか、と、思う事がた

くさんある。安倍総理は、今日で祖父の岸総理を抜

き、歴代６位の在任期間となるが、戦後７０年間の中

で、３年以上総理大臣をやった人物は７人しかいな

い。そのトップ３は、結局アメリカ優先の施策を行っ

ているようにみえる。所得倍増計画の池田総理も、沖

縄返還の佐藤総理も、ブッシュと仲の良かった小泉総

理もだ。小泉政治が何を残したか、改革という言葉だ

けで、年功序列や終身雇用がなくなった事で、なんと

なく日本人に元気がなくなったように感じる。特に若

者は、年収の低いものやフリーターも増え、元気がな

い事が問題だ。このままやる気を失った日本人は、ベ

トナムやミャンマーの勢いにも負けてしまうではない

か。だから私たちは、このリーダーの方針は間違って

いるのではないか、と思ったら、注意して欲しい。 

北方領土や竹島の問題なども、外交経験の有無や、時の

めぐりや、マスコミとの関係性などで、本当は良い方向

に進んだのだが、今の現状は皆さんのご存知の通りであ

る。特に、マスコミの事で言えば、日本だけが新聞とテ

レビという巨大メディアを系列として両手に納めてい

る。この点は活字とメディアを分けているアメリカとは

違う点である。また、政治家がしっかりとした仕事がで

きるかどうかは、しっかりとした参謀がいてこそであり、

今の安倍さんも菅さんという人が官房長官を務めてい

るからこそ、やれているのだ。 

時間の関係もあるので、最後に私が皆さんにお伝えした

いことは、次の３つである。 

 

１、 信念を曲げてはいけない。どんな場面であっ  

ても、自分の信じる道、信頼を裏切ってはいけな

いのだ。 

２、 人間は、一人では生きていけない。家族や友人、 

仲間があってこそ、初めて活躍する事ができるのだ。 

３、 私たちは、日々見えない力、例えばご先祖様に見

守られながら生かされているので、昇る朝日に今

日の日を誓い、沈む夕日に今日の日を感謝する謙

虚さと感謝の心が大切なのだ。 

 

人の為の尽くす事が、人としての道である。以上、短

い時間ではありましたが、本日はお招き頂きありがと

うございました。 

 

◎お礼と点鐘          会長 小田 泰機 

（今週の担当 堤 香苗） 

 

講話後、斉藤さんからポピュリズムや教育に関しての質

問にもクリアにお答えいただきました。ありがとうござ

いました。 

 


