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地域を育み、大陸をつなぐ
る方がいて，河野さんが本当に強い意思を持ってい
るのかどうかの確認の為に，
「あなたの財産すべてが
もしかしたら無くなる，そういう気持ちで裁判をや
るのか？」と聞かれたそうです。その時「自分はや
っていないので全てを投げ打ってやりたい」と，裁
判に挑んでいきました。そのうちに風評がさらに出
てきて，対抗するために自分もマスコミに出なけれ
ばいけないと，テレビなどに自分が出るようにしま
した。片方では犯人説が出て，こちらでは否定説が
出て，
世論を二分化する戦略を取っていきましたが，
それでも薬品があるのはそこだけでしたから，次に
日本では１番薬品に強い第２の弁護士を雇うという
ことをしました。その時に自分はこのまま逮捕され
るのではないかということで，逮捕された時に自分
の財産，子供の教育はきちんと指示して，
「何かあっ
た場合には全部処分して自分たちが生きて欲しい」
と残しており，
その位の決意で臨んでいたそうです。
11 月になって初めて河野さんではなくオウム真理
教の起こした事件だったということがわかりました。
河野さんは日本人というのは風評に惑わされて，皆
がそちらに行ってしまう，そんなものに惑わされず
自分で見定める目を持って欲しいと話しておりまし
た。河野さんは冷静に判断し，次の手を自分で考え
ているのです。冷静沈着なところに非常に感動しま
した。
☆報告
・11/21 にさいたまふるさとカップを大宮南中学校
で行います。札幌ビールさんからお茶を 150 本，お
菓子等をいただきました。
・11/27 には白菊苑のイベントで出野会員の手品が
行われます。
・11/26～28 まで会員有志７名で台湾永和ＲＣに表
敬訪問いたします。

第 1572 回例会プログラム
12：30 開会点鐘
ロータリーソング
ビジター紹介
会長挨拶及び報告
幹事報告
各委員長報告
会員卓話
黒臼 秀之会員
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

会長挨拶及び報告
柴田
覚会長
11 月 10 日に東京の永平寺の別院長谷寺で，東京
の曹洞宗の住職さんの研修がありました。その時の
講師としていらしていた河野義行さんの感動した話
がありましたので，ご披露したいと思います。
松本サリン事件は夏に起きた事件なのですが，
色々な風評が出ました。その中でたまたま河野さん
の奥様が重症で倒れ自分が軽症だったということ，
自分の倉庫に農薬がたくさんあったということで，
聴取を受けました。任意の事情聴取ですから断れば
良いのですが，断ると逮捕につながるらしく任意の
聴取を受け続け，それがいつの間にかマスコミ関係
から色々な風評が上がり，それを週刊誌などが取り
上げて，容疑者という世論が高まってきました。あ
の方は冷静な方で，まず考えたのが優秀な弁護士を
付けるということでした。もし犯人だとなれば弁護
士は極悪非道な人物を弁護したということで社会的
に抹殺される可能性もあるということで，大変な弁
護になるわけです。そういう中で１人協力してくれ
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日の試験をしましたが，試験の内容は８桁の数字を
書き出すのを２～３回，椅子をグルグル回されて立
たされひっくり返ってしまいました。
昭和 20 年８月
７日に合格通知が来て 10 月 20 日入校となっており
ましたが，終戦が８月 15 日ですので，中学校に戻り
22 年に卒業して，
37 年まで見沼用水から自治医大ま
での約 8,000 ㎡を親父と２人で米作りをしていまし
た。41 年に親父が亡くなり今年で 44 年になります
が，
財産管理の関係で 37 年に今の会社を立ち上げ今
年の申告で 55 期になりました。
新井 敏史会員
龍前 篤司会員
大渕さくら会員

◇ＲＬＩパートⅡ研修終了証◇
八木嘉奈枝会員
黒臼 秀之会員

幹事報告

黒臼 秀之幹事

① 地区より
・ポリオ撲滅チャリティフェスティバルが 2011 年 1
月 30 日に川口リリアで行われる。開場は 14：20，
是非ご協力を。

◇各委員長報告◇
沢田
力会員
埼玉新聞で配信していただきましたが，次は県と
いうことで昨日記者会見を行い，この大宮を立て直
したいと立候補を決意いたしました。
高橋 正雄プログラム委員長
事業計画にあります３分間スピーチを 11 月か
ら行いたいと思います。指名された方は題材は何で
も結構ですので３分間お願いいたします。
小林 勇治新世代委員長
11/9 にインターアクト
委員長会議に出席いたしま
した。韓国訪日団の受入は
2011/1/8～13 で学生 50 名
▲「ポテかる」宣伝中
です。インターアクト協議
会が 1/10 に大宮法科大学
院で行われます。韓国派遣団は 3/25～30，大宮開成
高校３名が参加予定です。
阪 とし子地域社会奉仕委員長
白菊苑へのタオルとカレンダーを来週より集めた
いと思いますので，よろしくお願いいたします。

出席報告
大沢 守輝出席委員長
会員数 36 名 出席者数 25 名 出席率 69.44％
前回修正出席率 83.33％

樺沢 二郎副ＳＡＡ
本日の合計 ￥19,000
本年度の合計 ￥288,000
・約 1 ヶ月ぶりのサンパレスでの例会，たくさんの
出席ありがとうございます（柴田，黒臼）
・今日はお
世話になります。よろしくお願いします（龍前）
・
「ポ
テかる」の PR させて頂きありがとうございました
（小林）
・卓話ありがとうございました（橋本）
・素
晴らしい卓話をありがとうございました（山崎）
・卓
話ありがとうございました（山口）
・卓話ご苦労さま
でした（鎌田）
・新井さん，龍前さん，大渕さん，卓
話ありがとうございました（押目）
・橋本会員，新井・
龍前・大渕会員，卓話ありがとうございます（溝口）
・
卓話ありがとうございました（相澤）
・新会員卓話あ
りがとうございました
（出野）
・新井さん，
龍前さん，
大渕さん，卓話ありがとうございました（大沢）
・何
だか皆様お久しぶりです。卓話ありがとうございま
した（八木）
・久しぶりのサンパレスランチ，とって
もとってもおいしいケーキ次回もお願いします（カ
バサワ，斉藤）
・クリスマスの飾りつけが少しづつ始
まりました。クリスマス家族例会お待ちしています
（阪）
・寒くなりました。インフルエンザに気を付け
ましょう（高橋）
・早退させていただきます（堀）

橋本 昭司会員
地元の南小学校を卒業し
中学校に入り，昭和 19～20
年新潟鉄工，
昭和 20 年３月
10 日の空襲の後３人で陸
軍士官学校を受けに行った
わけでございます。試験場
は多摩川で，大宮から赤羽
に行って，赤羽から新宿は
電車が出なかったので歩いていき，新宿からは甲州
街道を軍用トラックに乗せてもらいました。２泊３
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◇本日の司会者◇

溝口 泰男ＳＡＡ
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