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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

こんにちは。20 日の金曜

日は 24 節気の一つ大寒で

す。一年で一番寒い時です。

逆に考えればこれからは

徐々に暖かくなる。ということ

で、春が近づいてくるというこ

とになります。とは言え大変

寒いので体調の管理にはご注意ください。 

さて、日本時間で 21 日（土）の夜中にトランプ

氏が第 45代アメリカ大統領に就任します。今後

の世界情勢について専門家の中でも意見が真

っ向から分かれています。私にはどうなるか判

断がつきませんが、１つ面白いことに気が付きま

した。PC（ポリティカル・コレクトネス）という言葉

をご存知でしょうか？ ―政治的、社会的に公

正・公平・中立で差別的な言葉や偏見が含まれ

るような言葉は使ってはいけない― という意味

だそうです。 

・看護婦、看護士→看護師（性別を問わない

表現）   

・スチュワーデス→フライトアテンダント（性別

を問わない表現）  

・奥さん、家内、主人、亭主→妻、夫、つれあ

い、配偶者、パートナー（男が主で女が従） 

・痴呆症→認知症など もっと驚くのは 

・ペット→コンパニオン・アニマルと表現するの

だそうです。また、ヘイトスピーチもこれにあたり

ドイツでは刑法上の「民族扇動罪」に当たり、禁

固 3か月～5か月に処されることがあるそうです。

トランプ氏も皆さんご存知の通りメキシコ人やイ

スラムに対して過激なことを言っています。これ

までならば大変非難を浴びるところですが逆に

支持されていることも事実です。良い悪いは別

として彼は自分が思ったことを表現したに過ぎ

ないのでしょう。アメリカの有権者の 75％は白人

だそうですが、白人だけ向けに投票をお願いす

る選挙活動はこの PCに反するからいけないこと

なのだそうです。25％のヒスパニック系（メキシコ、

プエルトリコ、キューバ等の中南米のスペイン語

圏からアメリカにやってきた移民の総称）や黒人、

アジア系の人たちを差別していると解釈される

からだそうです。何かちょっとおかしい感じがす

るのは私だけでしょうか。女性蔑視や社会的弱

者を切り捨てたり少数派をいたぶるようなことは

決して許されることではありませんが、言葉尻を

捕まえてのマスコミ等の攻撃も如何なものかと思

っていました。 

トランプ氏の登場で行き過ぎる規制や偏って

行く社会のものの見方や表現が少しまともにな

ってくれればなぁ～ と思ってもいます。少数派

あるいは社会的弱者と言われているもの達によ

る逆差別も実際にはたくさんあり一つの問題だ

と思います。どんなことでも行き過ぎは良くない

と思います。12 月の例会の挨拶でも言いました

が、神経質に度を越した除菌や抗菌を気にし過

ぎたために人がウイルスや菌に弱くなるのと同

様に、社会全体が窮屈になったり歪んでしまうよ

うに思います。 

ロータリーの例会等で必ず唱和する「4つのテ

スト」、人それぞれ感じ方、考え方は違うと思い

ますが、好意と友情を育み深める鴻巣水曜 RC

であり続けたいと思います。強引に話を結びつ

てるようですが財団、米山の寄付に関しましても

理事会で協議いたしますが会員皆様が案分に

ご負担頂きたく考えておりますのでその節は宜

しくお願い致します。 

また、後程幹事あるいは出席委員長からご案

内があると思いますが、来週の例会は通常例会

です。4C 合同例会は 2 月 21 日（火）市民活動

センターに振り替えられ、2月 22日（水）の例会

は有りません。1 月 11 日の鴻巣市商工会の新

年賀詞交換会におきまして、吹上 RC の馬橋幹

事と同席になりその旨をお聞きいたしました。お

間違えの無い様にしてください。 

また、小林玲子会員には実際にはお会いして

おりませんが、メールでのやり取りで治療に頑張

っているとの返信がありましたので皆様にご報

告致します。 

本日も宜しくお願い致します。 
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幹事報告  田邊 聖 幹事 

１． 1 月 12 日（木）第 2 回ふ

れあい鴻巣ウォーキング

実行委員会開催 

場所：鴻巣市福祉センタ

ー18時 30分～ 

２． 1月 25日(水)開催予定の

4C合同例会は 2月 21日

（火）に変更となりました。 

詳細はきまりしだいご連絡いたします。従い

まして来週は通常例会となります。 

３． 原口鴻巣市長の卓話の日程が 3月 8日（水）

に決まりました。 

お客様挨拶 

びっくりひな祭り実行委員会 

 副実行委員長 渡辺明美 様 

 

鴻巣びっくりひな祭り 2017について 

平成 29年 2月 17日～3月 12日に、市内全

体でひな祭りを行います。メイン会場をエルミこ

うのすに、他サテライト会場 7か所で開催いたし

ます。 

協賛金について 

例年大変お世話になっております。毎年ご

協力いただきまして、ありがとうございます。ボラ

ンティアの皆さんと一緒に力を合わせて頑張り

ます。 

地区出向者報告 

小畑正勝 パストガバナー補佐 

第 2770地区第 5 グループ 

ガバナー補佐候補者推薦の報告 

第 5 グループ 2018～2019

年度ガバナー補佐候補者は、

ガバナー補佐候補者推薦書

に沿って、選挙方式で鴻巣水

曜ロータリークラブ 21 名会員

に 1 名の候補者を記入してい

ただきました、その結果は 7票・5票・4票・2票・

2 票・1 票の合計 21 票となりました。この後票数

の多い会員より 

ガバナー補佐に成る意志の有無を確認させ

てもらいましたところ 一番目で 7票の方が受入

れ了解と成りましたので決定させてもらいました。

第 5グループ 2018～2019年度ガバナー補佐候

補者は、鴻巣水曜ロータリークラブ選出 山口

光男会員にお願い致します。 

（賛成者多数の拍手有り） 

委員会報告    

プログラム委員会 山口光男 委員長 

1月 25日の例会内容の変

更をします。当初、吹上 RC

主管による 4 クラブ合同例会

でしたが、日程の変更申出

がありました。つきましては、

通常例会として馬場知行会

員の会員卓話に変更します。

本日、皆様には再度出欠席の確認をさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 木下純一 委員長 

1 月 12 日鴻巣市総合福

祉センターで第 2回実行委

員会が開催されました。各

委員会の進捗とポスター、

チラシの確認を致しました。 

革新文書への講演も PR



4 / 6 
 

 

委員会の方で確認しましたが時間的に間に合

わないので今回は各販売店単位での協賛とい

る形になりました。 

2月16日(土）PM6:30鴻巣市総合福祉センタ

ーで全大会を開催いたします。全員参加となり

ますのでご参加よろしくお願い致します。 

RLI PartⅢ  終了証授与 

 木下純一 会員 

 

会員卓話  

ロータリービジョン 間室照雄 会員 

鴻巣水曜ロータリークラ

ブ二期目に入会して 24 年

になります。当時は花の卸

業を営んでおりまして、ホー

ムセンターへ園芸植物の卸

業をしておりました。 

いわゆる、生産者が直接

花の販売をすることは珍しいことでした。当然自

社生産品だけでは先方の必要を満たすことが

できないため、市場での仕入れが多くなってき

ました。 

当時は鴻巣に二つの花市場がありました。当

クラブの小林忠司会員が専務取締役の鴻巣園

芸センターが主な仕入れ先でした。そのような

関係の中から、入会を勧められ入会した次第で

あります。 

例会日が水曜日ということで、私にとっては火

曜、水曜はメインの仕入れ日でしたので、12 時

に仕入れを打ち切って、着替えをして、例会に

参加したものです。時には仕入れの関係で例

会に出られないことがありました。 

最初のクラブでの仕事は会報委員でした。当

時は金曜日朝 10 時までに原稿を作成し、撮っ

た写真をプリントして、印刷屋さんへ渡すのが、

大変至難の業でした。水曜日午後から木曜日

いっぱいしか時間がないわけですから、順番が

来ると木曜日は徹夜ということもありました。おか

げで、会長挨拶などのメモを取ることなど、必要

に迫られて、ワープロを練習したことが、私自身

のスキルアップにつながったと思います。 

やがて、役員になり、委員長、幹事、会長と役

が回ってきた時、いろいろなことで、セミナーや

会議などで現場にいないことが多くなると、どう

しても、自分の仕事を従業員に説明をして、任

せなければならない状況になってきました。日

本語がこんなにも通じないのかと実感したことも

ありました。任せることの難しさを実感したときで

もありました。 

松本年度の時にふるさとの杜プロジェクトが

始まり、その責任者として、立てられ、ゴルフに

行った時や旅行に行ったときなど、必ず種を拾

ってきて、種をまき、育て、それを植樹することを

心がけておりました。 

現在一番大きな木は一見プラタナスに似た

木でゆりの木と言いますが、これは当時東京農

大の講師をしていた時に、中庭に生えていたも

のです。芽生えたばかりの双葉の苗を抜いてき

て育てたものです。コナラや楢の木はクラブの

親睦ゴルフの際吉見ゴルフ場でひろったもので

すし、マテバシイは国立女性会館でのセミナー

の時に庭で拾ったものです。 

松本年度の親睦旅行の際には、海岸際の崖

に生えていたトベラの種を採取して、すぐに種を

まいて植えたのがずいぶんと大きくなっていま

す。 

ふるさとの杜の手入れは今後も必要です。枯

れるもののあれば、草も大きく育ちます。 

あの土地は、もともと残土で埋め立て、駐車

場として使われていたところです。予算の関係

で、土地改良をすることができなかったので、大

型一台の赤土を植穴周辺に客土した程度です。
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ですから、草の根っこによって土地を耕してもら

うこと、害虫退治は小鳥に任せることを、意識的

に貫いてきました。草が茂って、昆虫が棲むよう

になると、小鳥がやってきてその昆虫を食べる、

刈り取った草を散らかさないで、木の周りに積む

ようにしておりますが、すると草が微生物によっ

て分解され、微生物が増えると、そこにミミズが

やってきて増殖し、そのミミズをモグラが食べに

くる。結果として、微生物、ミミズ、モグラで土地

が耕され、樹木が良く育つようになるという、食

物連鎖を利用した仕掛けです。 

ふるさとの杜は上谷総合運動公園の一角に

あり、すぐ隣には元荒川が流れています。その

河岸には地元の方たちの植えた桜並木があり、

周辺は田んぼが広がっていることから、将来的

には、コウノトリの舞うところ、そして繁殖するとこ

ろを想定し、ふるさとの杜には黒松が二本植え

てあります。コウノトリは松の木の梢に巣を作ると

いうことで植えたものです。 

ふるさとの杜のすぐ隣には広大な芝生が広が

っており、やがてこの杜は木陰として、芝生で遊

ぶ子供たちの憩いの場所となると思っていま

す。 

7 年の歳月は素晴らしい自然の摂理を見るこ

とができました。最初に植えた、マテバシイとコ

ナラは実をつけるようになり、それが落ちて芽生

えていました。ザクロも実をつけるようになりまし

た。間もなく、ユリノキも花を咲かせます。花の色

が緑色なので、目立ちにくいのですが、40 年で

成木になり、直径 40センチ、高さ 20ｍの大木に

なる予定です。 

クルミの木や楢の木、コナラ、シラカシなどの

実がなり、やがてリスが生息できるようにもなりま

す。できるだけ自然に近い状況で杜を育てたい

と願っております。 

当初もくろんだ、植物の根とミミズ、モグラによ

る土壌改良はあまり進んでないようです。今後

折を見て、林地内の地面をハチの巣状に穴を

あけ、その中に、鶏糞やもみ殻などを入れて、

土壌の改良、とりわけ排水性の向上に力を注ぎ

たいと思います。 

毎年行っている除草については、杜の中に

日が差し込んでいる状況なので、草は育ちます、

時折草刈りの必要があるかと思います。 

松本年度を皮切りに市内の常光小学校、中

央小学校、笠原小学校の生徒さんが一緒にな

って植えてくださいました。いつの日か立派な

杜になったとき、その方もたぶん子供がいる年

齢かと思います。その子供たちに、自然のたくま

しさや大切さが語り告げられることができたらど

んなにか素晴らしい、文明のバトンタッチができ

るのだと信じてやみません。 

たぶん私は死ぬまで、このふるさとの森を大

切に思い、見守ることと思います。 

出席報告           山口光男 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 1月 18日 1月 11日 12月 31日 

 1178回 1177回 1176回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 21 21  

欠 席 数 11 11  

例会出席率 65.63% 65.63% % 

Ｍ Ｕ 数 3 0  

合計出席数 24 21  

出 席 率 75.00% 65.63% 100.00% 
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スマイル報告  青木日出光 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 444,943 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 465,943 円  
 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人スマイル 

 小林忠司会員…市内経済 5 団体新年賀詞交歓会参加

いただきありがとうございました。 

 間室照雄会員…昨年雪でつぶれたトリ小屋がやっと完

成しました。本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

 宮内たけし会員…2 月 2 日東松山むさしロータリークラ

ブで卓話します。よろしくお願いします。 

スマイル 1  間室照雄会員さん本日のロータリービジョン

発表宜しくお願い致します。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三

会員・山口光男会員・松本安永会員・井上脩士会員・大

澤二三夫会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・宮坂良

介会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津子会

員・細野潤一会員・木下純一会員・青木日出光会員・朝

見卓也会員 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 

1月 25日

（水） 

第 1179回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

2月 1日

（水） 

第 1180回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

2月 8日

（水） 

第 1181回通常例会 

外来卓話 

2月 15日

（水） 

第 1182回移動例会 

歌舞伎の観劇 

2月 21日

（火） 

第 1183回移動例会 

4RC合同例会 吹上 RC主幹 

3月 1日

（水） 

第 1184回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

3月 8日

（水） 

第 1185回通常例会 

外来卓話 

 鴻巣市長 原口和久様 


