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会長卓話 

 
松井 昭夫 会長 

皆様こんにちは、早いものでもう今年のカレンダー

も一枚になってしまいました。 
皆様はこの一年間良い年でしたか？いま世界は目

まぐるしく変化していますが、今日はその辺りの話をし

てみたいと思います。 
 

【倒産王か？債権王か？】 
キング・オブバンクラプシー（倒産王）。1990 年代

後半の日本に「ハゲタカ投資家」の 1 人として乗り込

んできた当時、ウィルバー・ロス氏はこう呼ばれていま

した。87 年に米破産法の適用申請をした石油メジャ

ーのテキサコをはじめ、90年のコンチネンタル航空な

ど米国の大型倒産の多くを仕切っていたのが、当時
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投資銀行ロスチャイルドの幹部だったロス氏。失業者

が出るのを恐れるより、倒産によって業界全体の過剰

設備が解消されれば設備稼働率が上がり、新たに人

を雇えるようになります。これが彼の持論でした。次期

米大統領ドナルドト・ランプ氏が 90 年、ニュージャー

ジー州のカジノ「タージ・マハール」への過大投資で、

倒産の瀬戸際に追い込まれた時に債権者代表として、

対峙したのもロス氏。ただ、この時は「倒産を恐れな

い」という持論を適用せず「トランプ」ブランドの価値を

重視して債務見直しに応じた結果、トランプ氏は破産

を免れました。ロス氏が新政権の商務長官の候補に

名前が挙がっているのにはこんな背景があります。日

本でも旧幸福銀行（現関西アーバン銀行）や、旧東

京相和銀行（現東京スター銀行）などの破綻案件を

手掛けたロス氏は、その後「再建王」の異名を持つよ

うにもなりました。「倒産王」か「再建王」か。いずれに

せよ、米経済の「劇薬」になる可能性があります。 
 

【時計の針】 
最近あるキャスターが次期大統領にトランプ氏を選

んだアメリカに行って、サンフランシスコ周辺にある 2
つの日本人町を訪れました。そこで案内してくれた人

から、早くも日系人に向けられるヘイトスピーチが増

えてきている、ヘイトクライムなどの被害も心配だと聞

き、衝撃を受けたそうです。 
日系アメリカ人は、第二次世界大戦中苦労して築

いた地位や財産のほとんどを失い、強制収容所に入

れられた経験を持っているだけに、アメリカ社会の空

気の変化に敏感なのは当然のことです。 
政権移行チームはイスラム系移民への登録制度を

検討しているといいますが、この登録制度についてト

ランプ氏の有力支持者はテレビのインタビューで、日

系人強制収容所を前例として引き合いに出しました。

この発言に対して全米日系人博物館は直ちに抗議し

ています。 
恥ずべき歴史として記録されているはずの収容所

を、前例として取り上げたことへの怒りは想像しても余

りあります。 
日米の狭間で悪夢を経験した人々によって生み出

されている架け橋。その意気込みや真っ先に抗議の

声を上げる姿に、時計の針を逆戻りさせてはならない

という並々ならぬ決意を感じたそうです。 
我々戦後生まれとしましても、時計の針は戻したく

ないですね。 
 

お客様紹介 

 
越谷南ロータリークラブ 

パストガバナー 吉田 豊治 様 
地区幹事 染谷 宗一 様 

地区大会幹事 池田 玄一 様 
皆様こんにちは。先日の地区大会と地区大会ゴル

フと、北クラブの皆様にはお世話になりました。こちら

からガバナーが出たときには我々も一生懸命手伝い

ます。 
特にゴルフの際には大変お世話になりましたので、

浅水ガバナーより御礼を預かっています。また、皆様

に石鹸をお持ちしました。 
本当にご協力ありがとうございました。 
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青少年交換留学生 Colin（コリン） 様 

皆さんこんにちは。11月6日から、私は真下莉奈さ

んの家庭にいます。今、私の家族にはお姉ちゃん、

弟、犬、4 匹の猫がいます。とても楽しいです。皆とて

も優しいです。 
13 日に留学生と阿波踊りをして、楽しかったです。

パリのテロについてスピーチをしました。 
19、20 日と家族で富士山に行きました。富士山は

とても美しく、日本の秋はとてもきれいでした。 
29 日に英語のコンテストをして楽しかったです。 
来週、英語、化学、世界史のテストがあります。私

は世界史がとても好きですが、難しいです。友達と勉

強しています。 
ありがとうございました。 

 
幹事報告 

 
須賀 篤史 幹事 

・越谷 RC、南 RC、東 RC より 12 月の例会予定が届

いています。 
 

財団・米山表彰 

 
宮﨑敏博会員・木村二夫会員 

中澤伸浩会員・今井英治会員 

関雄二郎会員・小宮山大介会員 

 

おめでとうございます！！ 

 

委員会報告 

国際奉仕委員会  江口 公晴 副委員長 

安養冠岳RCより連絡があり、会員数の減少等によ

り来年 4/19 に予定していた 30 周年記念式典を取り

やめるとのことです。 
当クラブ 40 周年の際には多くの会員にお越し下さ

いましたので、今度はこちらから多くの会員でお伺い

したかったのですが、とても残念です。 
バリには参加せずに安養の周年に参加しようとお

考えの方はぜひバリへの参加をお願いいたします。 
 
親睦活動委員会  太田 靖彦 委員長 

本日例会終了後、親睦活動と出席・会場の皆様と

でクリスマス例会の最終的な打合せを行います。委

員の方はお残り下さいますようお願いいたします。 
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卓  話 

 
又野 亜希子 様 

 

命の輝き～車イスから見える世界って結構素敵 

 

皆様こんにちは。座ったままで失礼します。 
私は車イスで子育てをしております。今から 12 年

前、2004 年に交通事故で首の骨を折りました。病院

に運ばれ、頸椎が傷ついていることが分かりました。

首の骨は治りますが、頸椎を損傷すると治りません。 
手術から目が覚めると、お医者さんから「又野さん、

あなたの足はもう動きません。これからは車イスを使っ

て生活することになります。」と告げられました。結婚 2
年目だったので「赤ちゃんは？」と聞くと、先生から

「妊娠は大丈夫だよ」と言われました。 
小さな希望を持てましたが、自分の身体との戦い

の日々が始まりました。まず、右手の握力はありませ

んので、箸はもちろんスプーンやフォークも握れませ

ん。看護師さんに「リハビリが始まったら自助具を作り

ましょう」と言われました。左手の握力は 2kg ありまし

た。2kg というのは一般の成人女性の 1 割程度の握

力です。私は右利きでしたが左手で箸やフォークを

握れるようになりました。2kg もあるおかげで包丁が握

れ、鍋が握れ、料理ができます。日常生活においてこ

の左手は本当に役立っています。 
私は当時うつ状態でした。昼間、日の光を浴びて

いると前向きな気持ちになりますが、怖いのは夜です。

死を考えてしまうのです。精神安定剤と睡眠導入剤

が欠かせませんでした。自分で死ぬこともできません

から、お医者さんに「私を殺して」と頼んだこともありま

す。主人は私を励ましてくれていましたが、私は離婚

を考えていました。当時 28 歳の彼に、私の人生を背

負わせるのは申し訳ない、と思っていました。 
頸椎損傷で著名な方には画家の星野富弘さんが

います。彼は首から下が動きませんので、口に筆を咥

えて絵を書きます。海外ではスーパーマンを演じたク

リストファー・リーヴ。彼は首から下が一切動かないだ

けでなく、自力呼吸ができないので人工呼吸器をつ

けて生涯を過ごしました。頸椎損傷にもいろいろな状

態がありますが、私は恵まれている方です。 
いよいよリハビリが始まりました。何もできない私。

私は胸から下が一切動きません。腹筋背筋がありま

せん。例えば前かがみになると、皆さんは腹筋背筋

で身体を起こしますが、私は腕の力を使わないと身

体を起こせません。熱い、冷たい、痛いなどもわかり

ません。怖いのは床ずれです。汗もかきませんので、

夏に暑いところにいるとすぐに 38度位になり、熱中症

になってしまいます。 
リハビリによりだんだんといろいろなことができるよう

になってきました。朝起きて、車イスに乗り、顔を洗い、

食事をとり、歯を磨き、トイレに入って・・・。最後には

料理や車の運転にも挑戦して、できるようになりました。

この頃になってやっと、主人との生活に希望を持てる

ようになりました。 
いよいよ退院です。今までの家に帰れるわけでは

なく、加須市の実家の車庫をバリアフリーにリフォーム

しました。今は実家から車で 10 分位のところに新居

を構え、そこで生活しています。 
「又野さんは何をしているときが一番楽しいですか」

とよく聞かれます。家事をすることにすごく充実感があ

ります。時間はかかりますが、家族のために家事がで

きます。人の役に立てることほど幸せなことはないな
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ー、と思っています。失敗することも多く、お皿はよく

割ります。「あー嫌になっちゃう」と私が言うと、娘が

「ママ大丈夫。気にしない気にしない」と励ましてくれ

ます。 
物事は考えようだ、と言いますが本当にそうだな、

と思います。悲しいと思えば悲しくなります。でも、ちょ

っと見方を変えると悲しみが喜びに、苦しみが幸せに

変えられるものだと思います。私は車イス生活になっ

て本当にいっぱい泣きました。これからの人生は娘と、

私を助けてくれた主人と、笑顔で幸せをいっぱい感じ

て生きていきたいな、と思っています。 
足なんて切っちゃえばいいと思ったこともありました

が、力はなくてもこの足があるおかげで起点となって

車イスからベッドへの移動ができます。たった 2kg で

も握力があるおかげで家事ができます。 
退院するというのはとても怖いことでしたが、それを

救ってくれたのは友達でした。私がいると時間がかか

る、その場所へは行けない、迷惑がかかる・・・。バリ

アを張っていたのは私自身でした。友達は「車イスで

もあっこはあっこ。今までと何も変わらないよ。」と私を

いろいろなところへ連れ出してくれました。「障害を負

っても私は私、何も変わらない。」と自信をつけてくれ

たのは友達でした。友達と外出するようになり、おしゃ

れは大事だなと思うようになりました。おしゃれをして

化粧をすることで社会と関わっていると感じられます。 
車イス生活になって私のスペシャルな新しい人生

がスタートしたな、と思っています。 
皆様のお手元に「障害者差別解消法ができました」

というパンフレットを配らせていただきました。ぜひ、

皆様に知っていただきたいと思います。 
合理的配慮。障害者が望んだときには、負担にな

らない程度に、障害の除去に配慮しなければなりま

せん。電車やバスに乗るときに駅員さんがスロープを

出してくれることなどです。夏にソニックシティに行っ

たときのことです。私はよく分からずパレスホテルに入

ってしまいました。フロントの方にソニックシティへの

行き方を聞くと、口頭で説明してくれました。フロント

には一人しかいらっしゃらなかったのでついてきて下

さいとは言えず、参ったなと思っていると、フロントの

方がすぐに警備員さんに連絡をして下さり、同行して

いただきました。まさに車イスの私への合理的配慮で

す。映画館では通常車イスの席は一番前です。可能

であれば後ろの席に座らせてほしい、とお願いすると

「もちろん大丈夫です。」と係員数名で私を誘導してく

れました。 
不当な差別的取扱いをしない。障害があることだけ

を理由にして入店拒否などをしてはいけません。私

はあまり不当な扱いを受けたことはありませんが、先

日ショックなことがありました。美容院からの帰り、雨が

降っていました。タクシーを呼びました。美容院から

出た私を見ると運転手は嫌な顔をしました。助手席に

座らせてほしいと言うと、荷物があるから無理と言って

きました。「すいません。私は立てないし歩けないの

で。」と私が言うと、「立てないし歩けないならタクシー

には乗れないんじゃない？」と言われました。その後、

車の中で謝罪されました。 
本日は「命の輝き～車イスから見える世界って結構

素敵」と題してお話ささていただきました。私は車イス

生活になり、ただただ歩いている人たちが羨ましかっ

たです。そんな風に考えていましたが、先日娘に聞か

れました。「ママ歩きたいと思う？」。つい、「えー、思

わないかな。」と答えていました。 
車イス生活になると見えてくるものがあります。歩い

ていたときには見えていなかったものです。自然の美

しさ、人の優しさ・・・、そんな特別なものではありませ

ん。何より命の輝きを感じています。この世に無駄な

命はひとつもないと思います。 
違いを認めるということは、これからの社会のキー

ポイントだと思います。それは相手の良いところ探し

なのかな、と思います。私は透明な車イスに乗りたい、

肌色の車イスに乗りたい、と思っていました。なるべく

目立たなくいたい、と思っていましたが、今は違いま
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す。この車イスのおかげでスペシャルになりました。今

日、皆様と出会えたことも本当に幸せです。どうもあり

がとうございました。 
 
 

      
・越谷南 RC パストガバナー吉田豊治様、地区幹

事染谷宗一様、地区大会幹事池田玄一様、青少

年交換留学生コリン様、オブザーバー村田和之様、

本日はようこそ。 
又野亜希子様、本日卓話よろしくお願いいたしま

す。                      松井 昭夫 
・本日は大変多くのお客様にお越しいただき誠に

ありがとうございます。           須賀 篤史 
・地区大会お世話になりました。     吉田 豊治 
・地区大会、大変お世話になりました。 

池田 玄一 
・越谷南 RC の皆さん、地区大会ご苦労様でした。 

小林 操  
・越谷南 RC パストガバナー吉田豊治様、地区幹

事染谷宗一様、地区大会幹事池田玄一様、青少

年交換留学生コリン様、オブザーバー村田和之様、

ようこそいらっしゃいませ。 
又野亜希子様、卓話よろしくお願いいたします。 

鈴木 英男・関森 初義・稲垣 勝三 
岡﨑 勲・青木 清・堀野 眞孝 
今井 英治・渡辺 裕介・江口 公晴 
市川 洋和・宮﨑 敏博 

・昨日、43歳になりました。輝かしい一年にします。 
並木 勇一 

・本日欠席です。誕生祝いありがとうございます。

昨日 52 歳になりました。         会田 謙二 
・寒く成ったり暖かに成ったり、葬儀が多くまいりま

した。本日早退します。          石井 知章 
・今年もいろいろありましたが、健康で無事明るい

新年を迎えることを願います。      櫻井 智之 
・日々奉仕の気持ちを大切に！本日もよろしくお願

い申し上げます。               新沼 徹 
・師走ですね！何かと慌ただしいですね！ 

大熊 正行 
・ヒトインフルエンザウイルス、トリインフルエンザウ

イルス、撲滅の為に              本間 孝 
・本日もよろしくお願いします。 

川島 徹・髙 瑠美子 
・次回欠席します。             太田 靖彦 
・スマイルご協力、よろしくお願いします。 

大濱 裕広 
 

出席報告 
会員数            51 名 
出席免除者         14 名 
出席者            39 名 
欠席者            12 名 
出席率            81 % 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/�
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