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インスピレーションになろう

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

熊谷市議会議員

小鮒賢二氏

平成31年4月3日
◎司会：井桁 憲治 副 SAA

会長挨拶
市川 富夫

会長

皆さんこんにちは。
今日は、地元市会議員都市建設の小鮒賢二さん紹介します。
ようこそ熊谷東ロ―タリークラブにお出で下さいました。
当クラブ近くに秩父鉄道流通センター駅ができ噂はいろいろ
有りますが、羽生バイパスのＹ字にアウトレット計画や周囲
がどのように変わって行くのか。
卓話を楽しみにしています。
さて。皆さんもご存知でしょうが。新元号が発表になり「令
和」に決まりました。
「春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅
の花のように一人ひとりが明日への希望と共にそれぞれの花
を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいと
の願いを込め決定した」と述べました。
明治からの元号の思いを調べてみました。
「明治」
「偉い人が多くの人に向けて政治を行えば天下は良くなる」
1868 年 9 月 8 日～ 1912 年 7 月 29 日までの明治 45 年
まで使用されました。1872 年太陽暦が採用され、武家社会
から文明開化と強国強兵と言う。西洋に追い付けとばかりに
近代化にしょうと頑張っていた時代だったようです。
「大正」
「その徳は強直で、賢人を尊び、また篤実（とくじつ）なも
のが過度に健やかなものを抑止して、大いに正す」
1912 年～ 1926 年まで、大正 15 年まで使われていました。
僅か 15 年間に大正ロマンの耽美（たんび）感や大正デモク
ラシー運動もあり、またモダンガールやモダンボーイも生ま
れました。悲しいことに、関東大震災が大正 12 年に発生し
ています。
「昭和」
「国民の平和及び世界各国の共存繁栄を願う昭和は戦前と戦
後に分けられて、戦前は大日本帝国、戦後は平和な民主主義
であり激動の時代と平和主義に分けられます。
「平成」
「国内の内外、天地とも平和が達成される」
民主主義は、当たり前になり、個人主義が浸透した時代にな
りました。経済には、バブルもはじけ、低成長は当たり前
の認識になり、豊かさよりゆとりある社会を楽しむ感じで
しょうか。（熊谷駅近くの八十二銀行前の三井ビル。坪単価
￥1350 万円、最高値の取引が最後と記憶しています）。
同時に、阪神大震災、2011 年の東日本大震災などの天変地

18時30分

◎点鐘：市川 富夫会長

異と不安定な、気候変動が目立つ時代でした。
最後に、近代日本は、西洋に負けないような、国家作りが始
まり大正の民主主義、昭和の帝国主義と戦後の民主主義、そ
して平成の個人主義が定着したように感じます。
さて、令和の時代はどのような時代になるのでしょうか。
その時代の今日をしっかり生きることを大切にしたいと思い
ます。
例会日
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〈次回 5/8 のプログラム〉
理事会報告 / 誕生祝い / 会員卓話 清水利夫会員
剣道大会役割分担について

幹事報告
浅井 純次

幹事

地区事務所より
・ロータリーの森奉仕活動のお願い
5/25（土）10：00 ～秩父市羊山公園内「ロータリーの森」
（剣道大会と重なるため欠席）
埼玉県緑化推進委員会より
緑の募金運動の実施（羽各 1 本づつ）
米山梅吉記念館より
春季例祭
4/20（土）14：00 ～
賛助会員募集
年間￥3,000（1 口）

第 10 回理事会承認事項
・大野百樹名誉会員 追悼会報作成
・4・5 月プログラムの件（添付）
・引継例会について
会費￥5,000・ゲスト

ジャズバンド等

・職業奉仕委員会
親睦旅行時、伊勢神宮参拝を職場訪問として、￥100,000 使用
・青少年奉仕委員会
剣道大会

kumagaya-east-rc.com

協賛の協力を依頼する
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来賓紹介
藤澤 貞彦

ニコニコ BOX

副会長

細川 末廣

野中 弘之 会員
大野先生追悼会報について

例会企画委員会
中山 康徳

委員長

4 月 プログラム
4月3日

理事会報告
卓話 地元 市会議員
誕生祝い

4 月 9 日〜

親睦家族旅行（職業奉仕部門兼ねる）
伊勢・志摩方面（別途案内配布済み）

10 日

小鮒賢二氏

所属：都市建設

4 月 13 日

地区大会 (1 日目 ) 埼玉グランドホテル
（地区役員・会長・幹事）

4 月 14 日

地区大会 (2 日目）本庄市民文化会館
（会員全員登録）

4 月 17 日

休会 （地区大会振替）

4 月 24 日

夕刻移動例会
市長卓話 富岡

味千両
清 氏

会費￥3,000

5 月 プログラム
5月1日

休会

5月8日

理事会報告
誕生祝い
会員卓話 清水利夫会員
剣道大会役割分担について

5 月 15 日

クラブフォーラム
剣道大会役割最終打ち合わせ

5 月 22 日

振替休会（5/25 剣道大会分）

5月

剣道大会

25 日

5 月 29 日

委員

市川会長・藤澤副会長・浅井幹事
熊谷市議会議員 小鮒賢二様 お忙しいところおいでいただき
誠に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。
市川富夫会長
市会議員小鮒賢二さん ようこそ熊谷東ロータリークラブ お
越し頂きました。
卓話楽しみにしています。
岩崎孝男会員
今回の、伊勢参り親睦旅行は是非参加と思っていましたが仕事
の関係上参加出来ず、申し訳ありません。尚、伊勢神宮にて
職場訪問の際には、職奉の予算 10 万円をご活用下さい。宜し
くお願いします。
浅井純次幹事
親睦旅行に参加できず申し訳ありません。
斎藤勝治会員
誕生祝いありがとうございます。来月 5 月長女が結婚する事に
なりました。私の家は下から結婚したので、これで子供 3 人が
かたづきました。親の義務が果たせました。因みに嫁ぎ先は、
銚子です。
小川 智会員
熊谷市議会議員小鮒賢二様、ご来訪いただき誠にありがとう
ございます。
また、誕生祝いありがとうございます。
野中弘之会員
意はつくせませんが、大野百樹先生を偲ぶ文章を書かせてもら
いました。
当クラブにとっても私個人にとっても大きな存在でした。
吉田 繁会員
本日、急用が入り欠席させていただきます。小鮒様の卓話を聞
くことが出来ず、残念です。
森田政男会員・井桁憲治会員
小鮒賢二様、本日はお忙しい中、当クラブへ卓話に来て下さり
ましてありがとうございました。楽しみにしておりました。
ニコニコ BOX

本日

累計

4.3

￥35,000

¥598,100

市民体育館

休会（定款第 8 条による）

外部卓話
熊谷市議会議員

小鮒賢二氏

親睦委員会
小川

智 委員長

親睦家族旅行について

４月誕生祝い
斎藤勝治会員・小川 智会員
佐藤郁子さま・ヴァスーダ・S シャルマさま
野澤益美さま・野村七重さま

〈次回 5/15 のプログラム〉
クラブフォーラム / 剣道大会役割最終打ち合わせ

おめでとうございます。
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