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今年度会長テーマ

第2284回例会 2013.10.24

ロータリーを
実践し
みんなに
豊かな人生を

話と和で輪を広げ　ロータリーをもっと身近に

■司会：
　北久保例会運営委員

■会長報告 野村会長

 2週間ぶりの例会です。東大和ＲＣがホストを務
めた４ＲＣ合同例会のコンサート、そして福生中
央ＲＣが、ホストの多摩文区ＩＭと2週に渡って
の式典参加ご苦労様でした。それぞれ楽しい、ま
たは考えさせられる場になりましたでしょうか？
　今月の19・20・21日と日韓親善会議でソウルに
行ってまいりました。日本から総勢で450人程が
参加し、我がクラブにメイキャップしにくる福山
さんも病み上がりなのに、元気に参加し、3日間
行動を伴にしました。講演する方々は、名だたる
人物で皆日本と韓国は同じ文化を共有していると
言う認識に立っていたのが印象的でした。特に九
州地域において関係は深そうです。
　話は変わりますが、九州と言えば、最近旅行に
関するトピックスが多いようですが、ＪＲ北九州
の豪華寝台列車｢ななつ星｣の話題が、つい1週間
程前頃テレビで報道されていました。皆さんの中
にも鉄道旅行が趣味だという方がらっしゃるかも
しれません。情報を集めてみたので、ご紹介した
いと思います。
　総工費30億円をかけ、車体は勿論内装から調度
品にまでこだわって製造されています。ななつ星
は機関車を含めて8両編成で、最後尾の1号車は、
ソファーやバーカウンターがあるラウンジ車両で、
大きな窓が特徴となっていて開放感を演出してい
ます。その車両の中で、客室は僅か14部屋で定員
はたったの30名です。2人使用のスイートが12部
屋と3人使用のＤＸスイートが2部屋です。乗車予
約は抽選で、しかも高倍率との事。例えば来年の
4～6月出発分については、1398件の申し込みがあ
り最終平均倍率は9倍です。コースとしては、1泊
2日と3泊4日の2コースがあり3泊4日の場合旅行代
金は、最低で1人39万1千円(2人1室宿利用)宿泊は
鹿児島県霧島市の高級旅館。ちなみに1人1室利用
時の最高額は98万円との事。世の中には、3泊4日
で4～50万円もかける人も居るんだ。と思うとま
だまだ日本は平和なのかと錯覚する毎日です。

■点鐘：野村会長

■合唱：ロータリーソング
　｢それでこそロータリー｣
◆ソングリーダー：
　村田会員

■お客様紹介：
　中丸パスト会長

◆ゲスト：東京新宿ＲＣ
　地区大会実行委員長代理
　八木敏廣様
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■出席報告 清水例会運営委員

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

30 24 0 4 85.71
■前々回メークアップ修正後前々会欠席：2名
■前々回出席率メークアップ修正後：92.86％
■前々会メークアップ者：
　小町会員：東大和ＲＣ　清水会員：分区ゴルフコンペ
　戸澤会員：地区会議　　漆原会員：所沢中央ＲＣ
　山宮会員：国分寺西ＲＣ
　野村会長：分区連絡会

■東京新宿ＲＣ
　地区大会実行委員長代理
　八木敏廣様

■地区大会のご案内

■幹事報告 石山幹事

■スポーツ祭東京東村山市実行委員会：
　スポーツ祭東京2013第68回国民体育大会バスケット
　ボール競技会終了の挨拶と協力の御礼の受理
　事務所へバスケット競技会に関する参加賞(役員バッチ)
　と冊子と粗品(タオルと飲料水)を持って参りました。

■国際ロータリー日本事務局：
　ベネファクター認証状の受理
　田中重義会員へ承認状と記章

■名古屋守山ロータリークラブ：
　創立50周年記念式典の案内の受理
　2014年4月16日(水)
　式典：17:00～　　祝宴：18:40～
　於　名古屋マリオネットアソシアホテル
　その他詳細については後日改めてとの事

■ガバナー事務所：
・｢地区ローターアクト委員会・ローターアクト合同会
　議｣資料の受理
　10月4日開催された会議資料：各クラブの青少年奉仕
　委員長宛
・ローターアクト交流行事｢山手線ツアー｣の案内受理
　2013年11月23日(土)　12:30～受付
　於　五反田東興ホテル
・国際ロータリー第2530地区｢会津の里こらんしょ!｣開
　催期間延長の案内について
　期間11月30日まで
　新現地案内所　レイクサイドホテルみなとや
　詳細は第2530地区ホームページ参照のこと
・国際ロータリー日本語課より日本語カタカナ表記に
　おける中黒｢・｣使用方針の変更案内について
　例：ロータリー･クラブ→ロータリークラブ
　　　ローター･アクト･クラブ→ローターアクトクラブ
　　　ガバナー･エレクト→ガバナーエレクト　等
　(次年度クラブ概況作成の参考に業者へ連絡します)
・10月24日世界ポリオデー活動報告のお願いについて

■米山奨学委員会：
・2014学年度ロータリー米山記念奨学生選考面接官の
　委任状の受理
　野崎一重地区米山奨学副委員長
・面接官オリエンテーション(兼地区米山奨学委員会)
　の案内について
　2013年11月23日(金)　13:00～
　於　ガバナー事務所
・2014学年度ロータリー米山記念奨学生選考面接タイ
　ムスケジュールの案内
　2013年12月12日(木)　8:00集合
　於　ハイアットリージェンシー東京

■Ｒ財団委員会：
　(在京)地区ロータリー財団セミナーの案内の受理

　2013年11月15日(金)　15:00～
　於　如水会館
　(Ｒ財団委員長ほか2名の計3名選出とのこと)

■東京新都心ロータリークラブ：
　水野パストガバナーを囲む会の案内の受理
　2013年12月27日(金)　18:00～
　於　ハイアットリージェンシー東京

■東京セントラルパークロータリークラブ：
　2013～14年度第2580地区懇親ゴルフ決勝大会の案内
　の受理
　2013年11月19日(火)
　於　霞ヶ関カンツリー倶楽部(東コース)
　※7名登録済みです。

■バギオ基金：
　バギオ基金第5回定時評議員会の議事録の受理

■東村山市みどりを守る会：
　第21回秋の緑の祭典開催の案内の受理
　2013年11月3日(日・祝)　10:00～
　於　多摩全生園

■回覧：ハイライトよねやま

■例会変更：
　所沢中央ＲＣ　11/4(月)→例会取消　他
　東京板橋セントラルＲＣ　10/25(金)→臨時休会
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山宮例会運営委員■ニコニコＢＯＸ

◆熊 木 様：ご無沙汰しております。本日は私のつた
　　　　　　ない卓話で大変お世話になりました。
◆八 木 様：地区大会のご参加をよろしくお願い致し
　　　　　　ます。
◆野村会長、石山幹事：
　　　　　　ＦＲＣ、ＩＭと連続しての移動例会ご苦
　　　　　　労様でした。本日は久しぶりの通常例会
　　　　　　です。皆さんはりきっていきましょう。
　　　　　　東村山市議会議員の熊木様、本日は卓話
　　　　　　よろしくお願い致します。
◆野澤会員：東京新宿ＲＣ八木様ようこそお越し下さ
　　　　　　いました。過日の歩こう会幹事でありな
　　　　　　がら出席できず誠に申し訳ありませんで
　　　　　　した。終わって打ち上げには家内と共に
　　　　　　出席させて頂きましたが、お腹が少々苦
　　　　　　しかったです。
◆小町会員：第4回歩こう会楽しかったです。ＦＲＣ
　　　　　　は欠席し伊勢神宮の式年遷宮に公式参拝
　　　　　　に行きパワーを頂いてきました。
◆戸澤会員：熊木さん、今日の卓話楽しみにしています｡
◆山本会員：熊木議長、本日の卓話よろしくお願いし

■ベネファクター認証授与：
　田中会員

■バギオ基金：
　相羽会員、野崎会員

■ご結婚祝月：
　町田会員

■会員誕生祝月：
　相羽会員

■令夫人誕生祝月：
　野崎会員

本日のニコニコ合計：   38,000円
　　累　　　計　　：  577,574円

　こんにちは。来月はご承知のとおり、ロータリー財
団月間です。ドイツのライプツィッヒ音楽大学に留学
されて今年の8月に帰ってこられた、東京芸術大学の大
学院生の方から卓話をしていただきます。
　今日のお願いは、いつもなら10月から行っておりま
す年次寄付ですが、いわゆる行事がございましたので、
来月からはじめさせていただきます。あと細かいこと
は週報に載せていただきますので、よろしくお願いし
ます。

■樺澤ロータリー財団
　委員長

　こんにちは。我がクラブの田中重義会員が栄えある
クラブチャンピオンを獲得いたしました。クラブチャ
ンピオンというのはゴルフクラブの中で存続する限り
必ず建物の中に飾られて、末永くゴルフプレーヤーの
印象に残るものであります。これを記念いたしまして、
11/29たきびで我がクラブの有志によりますお祝いをし
たいと思います。
　ゴルフをする方しない方、皆さん奮ってご参加いた
だいて田中会員のチャンピオンを皆でお祝いしようと
いうことで発案させていただきました。私と野澤会員
が幹事役でございますので、どうか皆さん参加よろし
くお願いします。

■中丸ゴルフ部会員

■委員長報告

　　　　　　ます。趣味の車はいかがですか？私はキャ
　　　　　　デラックに乗り換えました。
◆野村会員：｢歩こう会｣の写真ありがとうございました｡
◆北久保会員：
　　　　　　10月19日｢歩こう会｣に参加させて頂きま
　　　　　　した。天気にも恵まれ遊歩道を皆さんと
　　　　　　共に楽しく歩きました。特に平櫛田中の
　　　　　　仏像に感動しました。次回を楽しみにさ
　　　　　　せて頂きます。
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　こんにちは。会員研修というか先日東大和ＲＣの方
にメーキャップに行ってきました。そうしましたら皆
さんご存じの様に、あそこは東京ＲＣの週報が毎週送
られてくるらしいのです。今回9月分が4週送られてき
てこれを持っていってくださいということで、いただ
いてきましたので、ご覧ください。来月最終日に女性
が2人東村山にきますということでよろしくお願いしま
すということをお伝えしておきます。

■小町会員研修委員長

　指名委員会の戸澤です。構成委員は先々週に発表さ
れています。野村会長、石山幹事、中丸さん、赤木さん、
会長経験者より2名、野澤さん、山本さん、会員より5名、
當麻さん、小町さん、飯田さん、田中さんと私、今日
この例会が終わった後指名委員会がありますので残っ
ていただきたいと思います。よろしくお願いします。

■戸澤指名委員長

　事前に｢このような話を｣ということで何点か頂いて

■卓話者：
　東村山市議会議員
　熊木敏己様

歩こう会に参加して
　10/19(土)実施。参加者9名。小町幸生ご夫婦、相羽
正ご夫婦、戸澤忠ご夫婦、野村裕夫会員、事務局菱沼
ちとみさん、北久保隆一。
　コースは、武蔵大和駅→多摩湖遊歩道→10:20小平駅
前→ふるさと村→小金井公園→平櫛田中の終焉の地｢平
櫛田中彫刻美術館｣→解散→鷹の台駅→16:30東村山駅。
　戸澤忠ご夫婦と北久保は、小平駅前で待機。武蔵大
和駅から歩いてきた小町幸生ご夫婦、相羽忠ご夫婦、
野村裕夫会員と合流。一路｢ふるさと村｣に向かう。こ
こで菱沼ちとみさんが合流。

　ふるさと村は、旧小平郵便局の局舎等があり、屋内
には歴史的価値のある古い地図が数多く展示されていた。
また、水車小屋、古民家などもあり、広い中庭では、
昔懐かしい｢駒｣｢ベーゴマ｣｢剣玉｣などもあり、童心に
戻って楽しんだ。
　その後、小金井ＣＣの東隣の小路を南下、小金井公
園の広い芝生でお弁当を広げて楽しく昼食。｢平櫛田中
(ひらくしでんちゅう)彫刻美術館｣は初めて訪れました。
凡そ550坪の敷地に多数の仏像等の作品を展示した美術
館。アトリエ、茶室を備えた母屋。そして、広い庭園、
樹齢500年と言われる直径1.9m、重量5.5トンの楠も保存。
平櫛田中先生が百歳になった時、彫刻用に九州から取
り寄せたもの。20～30年乾燥させ彫刻に用いるつもり
だったと聞き、並々ならない制作意欲の迫力を見た思
いでした。
　ここで、平櫛田中先生の作品製作時等のビデオを鑑賞。
快い疲れもありついウトウト。見学が終了したところ
で解散。
　小町幸生ご夫婦、野村裕夫会員は一橋学園駅に向かい、
相羽正ご夫婦、戸澤忠ご夫婦、菱沼ちとみさんと私は、
鷹の台駅まで玉川上水沿いの小路をゆっくり歩いて豊
かな自然を満喫しました。
　手持ちの万歩計は、小平駅から鷹の台駅まで1万6千
歩を数えていました。更にこのあと割烹に野澤秀夫ご
夫婦が保育園の運動会を無事終えて駆け付け賑やかな
ひと時を過ごしました。
　天候に恵まれ、豊かな多摩の自然を味わうことので
きた心豊かな一日を過ごすことが出来ました。参加の
皆様にお世話になりました。ありがとうございました。

■北久保会員

■卓話

　こんにちは。6年前に東村山委員会に彗星のごとく現
れました、4年目で議長もやられ、今最高潮の熊木さん
に来ていただきました。この6年間の市政をいろいろと
お話いただきたいと思っております。
　それと東村山に特急が止まるようになりました。陰
の功労者と呼ばれている熊木さん。皆様盛大な拍手で
お迎えくださいますよう、またあの最後に質問の時間
も設けておりますので、次期市長という呼び声も高い
わけですから、是非いろいろな質問を考えてください。
よろしくお願いします。ありがとうございました。

■卓話者紹介：
　村越プログラム委員長



東京東村山ロータリークラブ

おりますので、その辺りを中心にお話をさせて頂きます。
　｢議長を2年つとめて｣と｢議員生活合計6年の感想｣を
頂きました。平成23年の選挙後、5月の定例会で第30代
議長に就任いたしました。私自身、寝耳に水の話であ
ったこと、まだ二期目で、ましてや委員会等の委員長
すら経験したことが無く、三段階スライド方式のよう
な事でした。東村山の議会すら、よく理解していない
ところを持って、勝手がわからず、悪戦苦闘の毎日で
した。あわせて、めぐり合わせが悪く東京都市議会議
長会の副会長を受けることとなり、東京26市の会議と
ともに関東市議会議長会、全国市議会議長会、等々の
行事が多くなり、また、どの市の議長さんも議員歴の
長い方ばかりで二期目でよくやれるな、と褒められて
いるのか軽く見られているのか、ですが、こちらも東
村山の看板を背負っていますから、言いたいことは言
ってきたつもりです。
　併せて、北多摩議長連絡協議会というものがありま
して、これは17市で構成していて、だいたい中央線近
辺から北側の市と思ってください。この議長会の会長
を務めることとなり、ついにギブアップしで、このロ
ータリーを退会させて頂くこととなってしまいました。
北多摩議長連絡協議会では、ちょうど西武線5路線の廃
止問題が起き、議長提案で｢5路線の廃止に反対し継続
運行を求める決議｣を行うとともに、全ての市議会でも
同様の決議、もしくは意見書の提出をしていただくこ
ととしました。
　東村山市議会では逸早く意見書提出を決定し、東京
都副知事・国土交通省・西武鉄道社長・西武ホールデ
ィングス社長・サーベラスジャパン、へ意見書を渡し
てきました。北多摩連絡協議会では、少しだけ各が上
なのか、東京都は副知事本人、国交省は太田大臣が面
会してくださいました。一方、東村山では｢クリーンセ
ンター建設｣という問題があり、予算から実施設計、発
注について等々で定例議会と併せて毎月のように臨時
議会や全員協議会が開かれていました。動議も多くあり、
やっていないのは100条委員会くらいではないかと思い
ます。
　とにかく、忙しい2年間でした。議長は5～6万円他の
議員より報酬が高いのですが、時間給にすると一番安
い議員ではないかと思います。6年間の議員の中では、
一期目は無我夢中で、二期目この二年間は判らないう
ちに過ぎてしまいました。ただし、無駄な時間を過ご
したのではなく、肥しになった議長経験でありました。
次の選挙まで一年半しかありませんが、皆さんのお役
に立てるよう頑張っていきますのでよろしくお願い致
します。

　｢市議会の裏話｣ですが、結構あります。現在の議員
は定数25のうち24名で構成されています。一名欠員と
なっているのは6月に都議へとの理由です。24名の内、
自由民主党市議団6名、公明党6名、共産党4名、東村山
を良くする会3名、草の根市民クラブ、みんなの党、新
生保守の会、生活者ネットワーク、ちゃんと変えよう
東村山がそれぞれ1名、9会派24名です。自・公いわゆ
る与党が12名、議長を出しているので実質11名、とい
うことで過半数に達していない現状です。議案による
のですが、まず駄目であろう者が、8～10名、2がとっ
ちになるのか読めない。という状況です。同じように、
常任委員会が4つあるのですが、政策総務委員会が2：1：
2、厚生委員会が3：2、環境建設委員会が2：1：2、生
活文教委員会が2：2であって、委員長採決やむなしの
状況です。
　議案について、どうなるのか察知して対応を図るのが、
議長の役目(？)でもあるのですが、前回の会議では、

委員会の決定が本会議で覆るという事が起きました。6
年間で初めての経験でした。議長を交代する時には、
全ての人員配置を決めるのですが、一番困ったことが
委員会の委員選任でした。最悪のケースでドント方式
でもよいかと思ったりもしましたが、どうにか五分五
分で戦えるような配置にでき交代することができました。
　なぜ、都議会のため辞職ということで、一名欠員し
ていますが、当時、議長の立場として北久保さんに、
今後の市議会を考え都議会は止めてくれないかとお願
いもしました。私へのオファーもあったのですが、市
議会を放り出せない立場という理由もありました。また、
現在の議員は一期が9人、二期が7人で66％を占めてい
ます。全員のうち女性が7名で30％です。こういう議会
も珍しいのではないかと思います。平均年齢は55歳。
私が丁度平均です。

　西武線の特急が東村山に止まるようになった事
　3月16日から東村山駅に特急が停車するようになりま
した。西武鉄道では事前に実証実験を行い決定したよ
うですが、ちょうどプレス発表をした夜に商工会の集
まりがあり、そこで市長はじめ挨拶をされた方が、私
が止めたような話をするから、都市伝説になっていま
すが、元職関連企業にそんな力はありません。社長も
よく存じていますし、役員には同期もいたりして、よ
く飲んでいるからそんなことになったのかもしれません。
ただ、田無駅か小平駅どちらかといった時に東村山駅
もあるよと言ったことはあります。
　一日何人くらいの人が利用しているのか？ですが、
細かな数値は教えてくれませんでした。ただ、非常に
良好であるとのことです。一編成のキャパが約400人と
決まっているので、他の駅からは満席で乗車できなく
なってしまった、というクレームはあるようです。時
間帯によっては空席であったところが満席となってい
るとのことで、売り上げも上々らしいです。
　東村山の経済的向上になったか？ですが、菖蒲まつ
りや地蔵まつり、その他宣伝次第で効果は上がると思
っています。が、現在どうかはすみませんが、わかり
ません。不動産の広告に特急停車駅って書いていない
のですよ。何故なのか聞いてみようと思っていたので
すが、少しは地価が上がっても良いんじゃないかと考
えているのですが、中丸さんどうですか？本川越に行
く間に東村山に寄って頂けるような、観光振興を進め
なければいけないかなとも思います。来年市制50周年
を迎えます。東村山と名乗ってから丁度125年と重なる
ようで、市も行事を考えているようですが、ここで私
も東村山駅の電車の発着メロディーとか電車接近メロ
ディー、いわゆる駅メロを東村山音頭にできないかお
願いをしているところです。市も乗り気なのですが、少々
経費がかかるのでどうなるか・・・です。

　人口は5年後、10年後にどの年齢が増えるのか？です
が、平成元年の13万人から徐々に増え、平成23年の
155,358人をピークに減少傾向にあり、平成25年8月現
在152,372人となっています。国立社会保障・人口問題
研究所の将来統計では、2040年(平成52年)では、2010
年(平成22年)時点よりも人口が増加する都内9自治体の
うちの一つに東村山が上げられていますが、現状では
減少しており、現在原因について調査研究をしている
ところです。市の総合計画上は平成32年に15万5千人を
予定。
　5年後・10年後ということでしたが、資料がなく、第
4次総合計画の中に2年後と7年後の将来人口がありまし
たので、資料として添付いたしました。これによりま
すと、今後は年齢3区分別人口を見ると、年少人口(14



東京東村山ロータリークラブ
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歳まで)および生産年齢人口(15～64歳)が減少し、老年
人口が増えていくということになります。これは東村
山に限ったことではなく、日本全国に言えることで、
いかに人口の流出を防ぎ、逆に流入し住んでもらえる
かが行政の大きな課題となることでしょう。他市との
競争です。

　まちづくりで良くなりそうなことですが、まぁ色々
ありますが、重点課題としては｢保険・医療・福祉｣｢教
育・文化｣｢防災・防犯｣｢環境｣｢地域の活性化・都市基盤｣｢行
政経営｣を挙げています。やらなければいけない事は全
ての分野にわたるのですが、重点的・優先的に取り組
む必要がある事業のために計画自由財源を算出してい
ます。実施計画事業に充当できる一般財源のことですが、
来年度は国の予算が現状はっきりしないために、新し
い事業について、特に経常的な経費がかかるものにつ
いて、かなり苦しい予算になるのではないかと聞いて
います。都市基盤整備については着々と進めていますし、
橋梁の耐震化、市の施設の耐震化、医療、教育、防災等々、
細かく事業をお話しする時間がないので止めますが、
進めなくてはならないのです。

　都議選の裏話ですが、私ども自民党の話をしますが、
何が問題かというと、前の議員が真面目にやっていれ
ばこんなことにはならなかったはずです。先ほども話
をしましたが、東村山の市議会から一人減るというこ
とは大変な事なのです。前都議が維新へ行ったことで、
自民党からは除名されています。で、秘書的な役目で
あった東村山市議会議員も除名だったか自身で退党し
たかで、東村山市議会与党としては2人不足する事にな
った訳です。
　違う話で北多摩一区をまとめるのが大変です。前回、
野田氏も今回、北久保氏も事務局長を仰せつかったの
ですが、常に争いですね。それでも皆さん最終的に協
力してくれるので有り難いです。ならば最初からやっ
てよって、選挙違反は怖いですね。今回も脇の甘いこ
とが2回ありました。陣中見舞い、当選で一番困るのが
お酒です。千円でもいいから現金で・・・。

　議会報告会について
　本日24日、サンパルネで19時から、明日25日市民セ
ンターで19時から、26日土曜日は市民センターで9時半
から議会基本条例案の内容説明をおこないます。

　東村山災害救助犬協会
　10月12日より活動を開始しました。産業まつりに消
防署の協力を得てブースを出しますのでお立ち寄りく
ださい。東京東村山ロータリークラブとしての後援を
お願い致します。

　私の抱負
　もう6年が経ってしまいました。まだまだ勉強不足で
すが、初心に戻り皆様とともに東村山を良い街、住み
やすい街にしていきたい思いでいっぱいです。議会内
ももう少しまとめていかなければならない使命がある
と考えていますので頑張ります。ご指導・ご鞭撻の程
よろしくお願い申し上げます。もっと先については、
まだ考えておりません。


