
 

 

第 2258 回（2 月 22 日）例会報告 

●点鐘 大谷文孝 会長 

●ロータリーソング 奉仕の理想 

●４つのテスト 

●来訪者紹介 

 埼玉県議会議員 柿沼貴志様 

●会長報告     大谷文孝 会長 

●幹事報告     長島豊 副幹事 

●出席状況報告   田中秀和 委員長 

●ニコニコ報告   駒見行彦 委員 

●本日の卓話 

 埼玉県議会議員 柿沼貴志 様 

●謝辞      大谷文孝 会長 

●点鐘      大谷文孝 会長 

 

点 鐘 

 

大谷文孝会長 

 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

４つのテスト唱和 

来訪者紹介 

会長報告 

 

                 大谷文孝会長 

本日は埼玉県議会議員、柿沼貴志様をお迎えしての例

会です。 

柿沼県議は私と同じ羽生第一高校の出身で、行田さく

らロータリークラブには多くの卒業生が会員にいます。 

そんな先輩の前での卓話はやりづらい面があるかとは

思いますが、「行田市民の声を埼玉県へ」と県議会に

て、ご活躍をされている柿沼県議のお話を楽しみにし

ております。 

さて、コロナウイルスの感染拡大が止まらず今月に予

定されていた IMミーティングも中止になり、また通常

例会の出席率低下が悩みの今日この頃です。 

そんな中、清水会員から例会に出席が出来ない週に、

自筆の原稿が私のところに届きます。 

私はその原稿を読む度に清水会員の暖かい励ましを感

じ、背中を押されているようで本当にありがたく思い

ます。 



ロータリー研修等で、リーダーシップとは？という議

論をしますが、清水会員のこういった行動こそが、人

を動かす影響力を持つリーダーシップになるのではと

感じました。 

その原稿は週報に掲載してありますので、是非ご覧に

なってください。 

以上会長報告です。 

 

幹事報告 

 

               長島豊副幹事 

上原幹事に代わり幹事報告させて頂きます。 

本日の報告は 2 点です。1 点目は地区大会の出欠の

締切りが本日 22 日となっています。参加される方

はご連絡下さい。2 点目は３月１日例会点鐘が蔓延

防止期間中になりますので、11：30分となり食事は

お弁当となります。これに伴い理事会の開始時間が

10：30分となりますのでご確認ください。以上幹事

報告申し上げます。 

 

出席状況報告     

田中秀和委員長 

会員数 出席対象者 出席者 メーキャップ 出席率 

56 名 48 名 22 名 1 名 47% 

 

ニコニコ報告 

                駒見行彦委員 

 

大谷会長 柿沼県議、ご来訪ありがとうございます。 

卓話楽しみにしております、宜しくお願い

致します。 

10月にスタートした家庭菜園でブロッコリ

ーを 70個植えました。1月から 2月に大量

に収穫ができてみんなに配って喜んでもら

ってうれしい気持ちです。 

次はじゃがいもをやろうと準備中です。 

長谷川会員 柿沼県議、卓話宜しくお願いいたします。 

ありがとうございます。 

横川会員 行田市の為、柿沼県議の活躍を期待してお

ります。 

矢澤会員 県議会議員、柿沼貴志様、ようこそ。卓話

楽しみにしておりました。 

新井会員 埼玉県議会議員、柿沼貴志様、本日は卓話

宜しくお願い致します。今後の活躍も期待

しております。 

島崎会員 韓国のコロナ事情が酷い事になっているよ

うです。心配になり、帰国した米山記念奨

学生、呉海任に連絡を入れました。 

この子だけは大丈夫と思っていたのに、返

事がありません。 

振られてしまった。。。もう泣きそうです。 

田島会員 誕生日祝いありがとうございました。とう

とう 65歳になりましたが・・・ 

     高齢者に関する法律の高齢者の定義づけ

は・・・ 

     高年齢者等の雇用の安定等に関する法律：

高齢者を 55歳以上と定義 

     高齢者の居住の安定確保に関する法律：高

齢者を 60歳以上と定義 

     高齢者の医療の確保に関する法律：前期高

齢者を 65歳以上 74歳以下、後期高齢者を

75歳以上の者と定義 

     しかし、年齢ではなく、身体機能上の制限

や機能低下している者を「高齢者」として

いる法律もあります。 

     すると、ここにいる皆さんが高齢者ですね。

仲間が多くてよかった。 

阿部会員 柿沼県議様、先週と今週、来訪ありがとう

ございます。 

今日は政治家として思うところを語ってく

ださい。楽しみにしています。 

五十幡会員 本日は柿沼県議のご来訪、お待ちしてお

りました。卓話宜しくお願い致します。 

宮本会員 柿沼県議会議員、ご来訪ありがとうござい

ます。楽しみにしています。 

関根裕憲会員 本日は宜しくお願いいたします。 

 

「埼玉県議会議員、柿沼貴志様、来訪ありがとうござ



います。」の同文として、 

戸ヶ崎会員、渡辺会員、川野会員、高橋会員、長島会

員、田中秀和会員、山際会員、早崎会員、松岡会員、

中村会員、駒見会員 

 

※「行田市寺マップ」謝礼として、熊谷ロータリーク

ラブ木島様より、ニコニコとして、金 2,000円頂きま

した。 

 

本日の卓話 

埼玉県議会議員 柿沼貴志様 

 

 

 

「行田市選出の県議として」 

①プロフィール 

昭和 50 年 11 月 11 日生まれ 

ヒーローにあこがれる野球少年 

高校で空手に出会い正義感を強く抱く 

父の仕事を継ぎ建築石材業で社会経験を積む 

平成 23 年 35 歳の時に行田市議会議員に初挑戦し

1,759 票の信託をいただき初当選 

平成 27 年 39 歳の時に県議選に初挑戦 12,752 票を

いただいたものの 432 票差で次点、4 年後を目指し

活動を続ける。 

平成 31 年 43 歳の時に「今度こそ！」と県議選に再

挑戦 15,253 票の信託をいただき 3,218 票差で初当

選 

現在埼玉県議会無所属県民会議（第二会派）として

活動中 

②政治家を目指した原点 

経営者から政治家へ 

鹿児島知覧「特攻平和会館」 

三角兵舎跡地で聞いた声 

撫子隊の話 

沖縄での遺骨収集 

原点、志がなければならない 

政治家に必要な４S 

➂志はどう立てるのか 

一、原点確立の事 

二、大局観察の事 

三、本氣集中の事 

四、徹底継続の事 

④県議としての近況活動報告 

令和 3 年 12 月議会での一般質問から地域の声を形

に 

⑤柿沼貴志としての継続した政治活動 

 

謝 辞 

 

大谷文孝会長 

 

点 鐘 

大谷文孝会長 

 

 

清水孝男会員より特別寄稿 

自民党総裁選について 

 2022 年 2 月 15 日 清水孝男 

 月間「WILL」編集長のメッセージを掲載させて



いただきます。 

「さきの自民党総裁選等は、まさに政治のドラマ

でした。 

人気を誇った小泉・河野コンビは、一敗地にまみ

れ一夜にして政界の片隅に追いやられてしまいま

した。 

辣腕ぶりを怖れられた二階と二階派も、今や風前

のともしびといったありさまです。 

一方、当初は「タカイチ WHO？」みたいに思

われていた高市早苗が「えッ！ あんなちゃんとし

た女性政治家がいたのか」となって「タカイチ支持」

の声が澎湃（ほうはい）とわきおこりました。 

一体こんな面白い政治ドラマのシナリオを書い

たのは誰なのか？ 

「いやいや、すべては玉突きのように偶然の産物

ですよ」と解説する人もいます。 

でも、どうでしょうか。 

今号(令和３年 12 月号)の取材をするうちに、やは

り「安倍晋三」の存在は無視できないのではないか。 

詳しくは、「WILL」をご覧いただきたく存じます。 

（令和 3 年 10 月吉日「WILL」編集長 立林昭彦） 

 

息子の家族と暮らし― 

同居だが、別棟暮らしで、日常は夫婦２人です。 

2022年 2月 24日 清水孝男 

自然と、通信販売の利用が多くなって来た。コンビ

ニの存在も有難い。徒歩で直ぐ近くに有るので、代金

支払いはコンビニだ。 

最近、サントリーの機関紙に次のような一文が掲載

された。 

「歩いて見つけたことを俳句にしてみよう。俳句を

つくりに外歩きをしてみませんか？ 

これは、吟行（ぎんこう）という俳句作りのスタイ

ルで、公園ですれ違う人も俳句の題材に。 

たとえば、枯葉の音や手をつないで歩いている親子

など。 

自分の心が揺り動かされた小さな感動を素直に表現

してみましょう。「五・七・五のリズムに季語をひとつ」

これさえ守れば立派な俳句の出来上がり。 

一歩ヒント 

俳句を詠んでみたいけど難しそう……という方へ 

「おもしろ季語」探しから俳句を始めよう。 

季語には、様々なものがありますが、今回は「身近

なのに、ちょっと意外！」 

そんなおもしろ季語を探しに出かけて、見つけたも

のを、そのまま俳句にしてみることから始めるのもお

すすめです。 

・春の季語  猫の恋 わらびもち ブランコ 

・夏の季語  ハンカチ 虹 アロハシャツ 

・秋の季語  相撲 美術展 枝豆 

・冬の季語  鯛焼き 着ぶくれ ラグビー 

一句「願わくは また活躍を アロハシャツ」 

一句「鯛焼の しっぽは私と 食む笑顔」 

 

「麗か」 は 翻訳できない 

 うららかな春の日差しが心地よい時季となります

が「うららか」は外国語に翻訳できない。 

日本ならではの表現です。 

ほんわかとあたたかく、くもりのないさま「うらら

か」には、そんな別の意味では、説明しきれない独自

の空気感、日本の春をそのまま 纏った（まとった）

ような優しい響きが感じられます。 

だんだんと四季が曖昧になり、春が短くなったと言

われるこの頃、貴重な「春うらら」を楽しみたいです

ね。 

まだまだ、寒さが残っております。風邪などひかな

いよう ご自愛ください。 

 


