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日  時：令和２年 2月 19日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             小澤崇文委員長 

開会点鐘                  遠藤常臣会長 

斉  唱：ロータリーソング「それでこそロータリー」 

お客様の紹介              遠藤常臣会長 

石井 伸之様 国立市議会議長(卓話講師) 

三田 友一様 国立市観光まちづくり協会 理事長 

保科 隆治様    〃        副理事長 

田中 久一様 国立市商業協同組合 

＊赤い三角屋根復元祝祭協賛金のお願い 三田友一 

 今春赤い三角屋根の旧国立駅舎が復元されます。市

内回遊の基点として、また歴史文化の発信基地として

活用することが求められます。この機会に多くの市民

や各種団体の方々と共に復元を祝うべく「赤い三角屋

根復元祝祭」を開催する運びとなりました。つきまし

ては大変恐縮ですが、趣旨をご理解いただきご協賛を

賜りたくお願い申し上げます。 

会長報告              遠藤常臣会長 

●淺田ガバナーより地区大会について 新型コロナ菌

の媒介による肺炎が原因で多くの方々が治療を受け、

中には重篤な症状に陥りはじめておられる事ご承知の

通りでございます。(以下、クラブに関するところ)会場

に入場する際の除菌作業、マスク着用については最大

限努力し、本会議終了後の「大懇親会」はブッフェス

タイルであり衛生環境保持には問題があると思われる

ので中止する事になりました。 

幹事報告                  喜連紘子幹事 

●25 日（火）グランドプリンスホテル新高輪 国際館

パミールにて 13 時開会点鐘です。出欠に変更の方は

事務局にお知らせください。 

委員長報告 

●山崎会長エレクト 地区大会に国立駅から一緒に行

かれる方は 11 時 30 分に改札口前へ集合してください。 

引率は山崎会長エレクトと遠藤久副幹事です。 

ニコニコＢＯＸ            小川親睦活動委員 

●三田友一様(東京国立白うめ RC) 日頃よりお世話

になっております。本日はお願いを兼ねてメーキャッ

プさせて頂きました。よろしくお願い申し上げます。 

●遠藤常臣会長 本日の卓話、石井伸之国立市議会議

長の市政のお話し楽しみにしています。又、石井さん

には農業関係で日頃御世話になっております。 

●喜連紘子幹事 石井様、ようこそお越し下さいまし

た。｢国立市議会｣とのことですので、しっかり拝聴さ

せて頂きます。 

●小川会員 石井伸之国立市議会議長にはご多忙のと

ころ、卓話にお越し頂きありがとうございます。これ

からの国立を方向付ける前向きのお話が聞けることを

期待しております。 

●青木会員 石井議長の卓話楽しみに拝聴させて頂き

ます。 

●小澤谷守会員 石井議長にはお忙しい中、本日の卓

話ありがとうございます。宜しくお願いいたします。 

●本間会員 本日の卓話、石井議長これからの国立、

よろしくお願いします。 
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●内山会員・岡本正伸会員 本日の卓話、石井議員の

｢市議会の話｣楽しみに拝聴させて頂きます。駅舎復元

祭の実行委員会の三田委員長、副委員長の保科さん、

田中さん、ようこそいらっしゃいました。 

●喜連元昭会員 本日は石井議長をはじめ観光まちづ

くり協会三田会長、保科副会長、国立市商業協同組合

田中会長、国立市の重鎮の皆様ようこそお越し頂きま

した。 

●遠藤直孝会員・北島清高会員 本日の石井伸之国立

市議会議長の卓話とても楽しみにしています。㊙のお 

 

 

 

国立市議会 

石井 伸之氏 

（国立市議会議長） 

講師紹介         関俊之プログラム委員長 

(卓話の中に詳しい紹介があるので紙面では省略） 

石井伸之の紹介           石井伸之 

昭和 47年 4月 6日生 47歳 冨士見台幼稚園、一小、

三中、府中西高校、専門学校 東京テクニカルカレッジ 

建築科、(株)小川建設入社、平成６年二級建築士、(株)

ベルグ(派遣)、都営大江戸線、牛込神楽坂駅新築工事

に携わりました。大雨の時に隣の飯田橋に雨水が流れ

込み飯田橋駅が水没。 

小川建設同期より、東日本ハウス社長の中村功との

出会い。若者に政治へ参加するチャンスを与える青年

自由党の門を叩く。平成 11年国立市議会議員選挙に

初挑戦、757票をいただくも 70票足りず落選、今だ

から言えますが『落選して良かった』、決して負け惜

しみではありません。 

マロニエの井上健さんに誘われて、平成 12年自民

党に入党、平成 15年国立市議選に再挑戦、969票を

いただき 20位で初当選。期待に胸を膨らませていま

したが、恐ろしい政局の渦中に放り込まれる。こんな

はずではなかった。 

上原・関口市政 12年間での主な出来事 

教育委員の公募・明和マンション裁判・住基ネット

の切断・インフラ整備遅延・谷保駅エレベーター設置

工事が進まないこと棚に上げて凍結しようとする革新

市政・野次に次ぐ野次、怒号・定時に終わらない最終

本会議は毎回おはようございます。午前 10 時より始

まった最終本会議が、午後 11時 59分までに終わらな

い時は、当日は一旦閉会して、日程を追加した後に 0

時過ぎ開会。トンデモナイとこに来てしまった。 

話も期待しています。 

●関俊之会員 日頃大変お世話になっております。本

日の卓話、宜しくお願い致します。 

●本多鋼治会員 石井さんの卓話、楽しみなのですが、

仕事で聴く事ができません。ごめんなさい。 

＊ニコニコ BOX合計 42,000 円 累計 1,429,000 円 

出席報告            伊藤明出席奨励委員 

  ２月１２日 在籍５０名中 出席３５名    

前々回 (1月 29 日) 出席率 95.92％ 

閉会点鐘                遠藤常臣会長 

 

当たり前の国立市を取り戻す為団結 

平成 23 年 4 月に佐藤一夫市長当選。野党議員から

与党議員へ 180度転換。しかし、革新市政時代の考え

方はそう簡単には抜けず、与党議員による厳しい追求

の続く議会。物事が進む当たり前の国立市政移行 

○住基ネット接続 ○教育委員選任 ○職員給与都表

へ ○国民保護計画 ○明和Ｍ裁判 ○城山南区画整

理 ○城山さとのいえ ○旧国立駅舎再築 ○北口ロ

ータリー ○谷保駅ＥＬＶ 

現在の議会構成は 

与党・自民党４名、公明３名、新しい議会２名、立

憲１名、みらいの国立１名、与党合計 11 名、野党・社

ネ緑風４名、共産党３名、こぶしの木１名、耕す未来

＠国立１名、野党合計９名、他、樹木の会１名。 

議員の待遇は？ 

月額報酬 49万、期末手当 3.95 月分×役職手当 1.2 

合計年収 820 万円。ここから市都民税、固定資産税、

年金、国保税、ローン等。市都民税 50万円、固定資産

税 10 万円、国保税 65 万円、所得税 82 万円、国民年

金 40万円、住宅ローン 130万、保険料 40万円、ﾛｰﾀﾘ

ｰｸﾗﾌﾞ 30万円。820－447＝373万。373÷12 月＝31万。

ここから食費、塾代、光熱水費、他の会費レポート作

成郵送費用を支出しています。ちなみにマスコミから

第二の報酬と呼ばれている研修や視察に使うことの出

来る政務活動費は年額 12 万支給。東久留米市に次い

で 2番目に低い額、都議会 600 万円、世田谷区 288万

円、荒川区 96万円、八王子・三鷹 72万円、東久留米

91500 円。報酬額を多いと思うか少ないと思うか？

様々な認識があると思います。 

市を良くして行きたいという思いで市政発展に邁進 

16年 9 カ月の議員生活を振り返って 

苦労も多いが、やりがいのある仕事。議員の醍醐味

は物事が実現した時に皆様からいただく感謝の言葉。

今後の課題は？私達と同じ志を持った仲間を発掘して

議会へ送る。 


