
・点　鐘　半田会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　服部職業奉仕委員長�

・卓　話　沢辺瀞壱様�

【会長報告】

　皆様、おめでとうございます。

“元”ははじめ、“旦”は地平線（横棒）から太陽

（日）が昇る、朝。“元旦”は元日の朝ということ

だそうです。「何となく、今年はよい事あるご

とし。元日の朝、晴れて風無し。」正に“元旦”の

歌もありました。引き続きあと半年、絶大なる

ご支援ご協力をお願い致します。

【幹事報告】

・歳末たすけあい募金寄付に埼玉県共同募金

　会飯能市支会長石井道夫様より礼状。�

・役員会にて２月プログラム承認。�

・２／１１第２３回全国ローターアクト研修大会

　（大宮ソニック）、吉澤新世代委員長、半田会

　長が出席。１／５商工会議所新年会、半田会長

　が出席。１／７飯能市役所「おめでとう飯能」

　吉島会長エレクトが出席。１／９広域消防出

　初式、半田会長が出席。２／２２ライオンズ

　クラブ新年会、安藤副会長が出席。�

・３／５第３グループＩＭ（全員登録）はバスを

　チャーター。終了後、飯能にて親睦会（幹事・副

　幹事が設定）。各クラブ会長の演じる“ＲＣ

　の歴史”に乞うご期待。�

【委員会報告】

◎社会奉仕委員会　　　　　　　　　大木君

　２／５（財）埼玉県腎・アイバンク協会主催シン

ポジウム「命の贈り物：献腎の推進を願って」（浦

和・ロイヤルパインズホテル）に参加要請。ア

イバンクも含めご賛同頂ける方は事務局もし

くは社奉委員会にご連絡をお願い致します。

◎矢島（巌）会員�

　飯能商工会議所「新年賀詞交換会」本日１６時

より（ヘリテイジ）、よろしくお願いします。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

１２／２７（ガバナー）木川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・昨年は大変お世話様になりました。引き続

　いて宜しくお願い致します。沢辺飯能市長

　様、本日は有難うございます。

　　　　　半田君、安藤君、和泉君、田辺君�

・沢辺市長さん本日はお世話になります。有難

　うございます。本年もよろしくお願い致します。

　　　新井君、中里（昌）君、吉島君、細田（伴）君

　　　　　　山川君、間邉君、高橋君、山岸君�
・２日前の１月３日、飯能ゴルフの新年杯でホールインワンしました。
　場所は山川さんが３度出した６番ホールですのであまり自慢に
　はなりませんが、これで２回目です。保険は１口しか入っていま

　 せんので、よろしくお願い致します。　　　　　　　  吉島君�

・本日、商工会議所新年賀詞交換会では、いろいろお

　世話になります。中里（昌）君、矢島（巌）君、吉田（武）君�

・あけましておめでとうございます。遅刻しました。小川君�

本日計２７，０００円、累計額８３１，６２２円。

◎１２日例会当番は大附会員、大河原会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　　安藤副会長

　経済状況の厳しい中、地方行政を預かる身

としては「政権交代」が混乱を来した部分があ

ると思います。スタートで民主党政権の“驕り”

のようなものが出た。民主党の事務所を通さ

ない限り陳情は受け付けない、予算を付けない。

国や代議士のところへ行く事を躊躇ってしま

うような事があり国との信頼関係が崩れた。

また、市役所で私は“政”に当たるわけですが、

“官”と言われる部長以下の者と「政治主導だ

から」と争いをして何もならない。全部任せる

のは良くないが上手く使う度量が無ければい

けない。「子どものために」という事であれば

保育所や給食費等、充実させなければならな

い制度的なものが沢山ある。市の３００億位の

予算の１５億円が「子ども手当」として子どもさ

んのいる家庭に流れる。極めて考えられない

ような政策。国と信頼関係を結べるような創

意工夫を今、考えているところです。

　今まで２３０億円位で推移して来ましたが、

今年度予算案は補正予算を入れて３００億円超。

近隣市町村は前年マイナスのところが多い中、

あえて大型予算を組んだのは、将来を考えた時、

公共事業にも投資して、インフラ整備あるい

は区画整理見直し事業の推進、苦労している

下水道の問題等、他所の町では既に出来上が

っているような、こうしたものを急いでやら

なければいけないというのがありました。

「経済対策」としては、今までやっていなかっ

た住宅改修事業の補助金と、今までもやって

いた西川材／太陽光発電住宅への補助金等。

住宅改修の補助金等は全部で３００万円から

スタートしたのですが、今は１，５００万円を計上。

これが上手く行くと２億円以上の仕事の額に

なり１，５００万円位の補助金も税収で上がって

来るのではないかという計算です。雇用面も

いろいろ配慮して参りました。

　今、少子高齢化で、福祉の経費が年々増えて

いる。生活保護の扶助費は去年の当初予算に

比べ、予算案では１４％も増額。生活保護の中

では医療費の補助が増えています。増え過ぎ

ても困るので、健康づくり事業の推進と、他所

では全額タダですが、乳幼児医療費の小学生

の分は飯能市では一部負担（３，０００円以下は

補助金を出さない）、子宮頸がん等についても

一部負担金をお願いしようと考えています。

批判もありましたが国民健康保険料も昨年４

月よりＵＰ。国庫財政を

考えると、評判の良くな

いような事も敢えてやり

ながら、一方では、本当に

必要な方々には手厚くき

ちんと…そんな考え方で

今いるところです。

「Ｈ２３年度予算」では

税収は年々減少の傾向、

地方交付税はまあまあ、まちづくりや道路整

備交付金（現・社会整備資本交付金）は不透明

で間際にならないと決定が来ない…国も財源

の無い中、地方にかなり配分してくれている

のですが苦しい状況です。財政調整基金（所謂、

貯金）を取り崩したり、合併特例債（Ｈ２７年まで）

をフル活用してやっていきたい。合併特例債

は１００億円以上のお金を借りられる枠で、一般

の市債より、すぐ、条件無しにつけてくれる。

５％の実施財源があれば９５％は借り入れで

出来、３０％は自分で返さなければいけないが

７０％は交付税で見てくれる。お蔭様で他の市

債を使わずにやらさせて頂いています。いず

れにしろ返さなければならないので、交付税

で措置された場合は減債基金という積立をし

て返済に充てるようにして行くという事です。

「大きな事業」では、Ｈ２３、２４年で山手町用地

への図書館・総合保育施設の建設。建物だけで

図書館１０億、保育所８億位。大河原地区への企

業誘致のための道路プランの実現化。区画整理、

下水道整備。また、中心市街地活性化は極めて

重大な課題。いろんな方のそれぞれのイメー

ジをまず統一化するという意味で「基本計画」

を作りました。住む人には近所に店があり使

い易い、来る人にも魅力的…こんなコンセプト。

エコツーリズムやハイキングの人にまちなか

を回遊して頂く、歴史や西川材を生かす。飯能

の中心市街地は都心地でありながら濃密な人

間関係のある、極めてユニークな、貴重な地域。

国の計画には基づかず、地域や商店街の人達

で出来るところからスタートしようというも

の。しかし“コーディネート組織”が無ければ

機能しないのでそれを作ります。他所から来

た若い人が商売をやってくれる方策等、活性

化プランも計画。大河原地区へは来年６月に

はすぐにでも企業に来て頂けるよう準備中で

す。ここが上手く行けば飯能市は栄える、そん

なつもりで頑張りたいと思っております。

飯能ロータリークラブ会報

第２４２１　例会
１月１２日（２、水）
当番　大附君、大河原君

晴

当 番 中里（忠）君、大木君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロータリー理解推進月間
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【四つのテスト】
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卓話「日本三大曵山祭の一つ
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を作りました。住む人には近所に店があり使

い易い、来る人にも魅力的…こんなコンセプト。

エコツーリズムやハイキングの人にまちなか

を回遊して頂く、歴史や西川材を生かす。飯能

の中心市街地は都心地でありながら濃密な人

間関係のある、極めてユニークな、貴重な地域。

国の計画には基づかず、地域や商店街の人達

で出来るところからスタートしようというも

の。しかし“コーディネート組織”が無ければ

機能しないのでそれを作ります。他所から来

た若い人が商売をやってくれる方策等、活性

化プランも計画。大河原地区へは来年６月に

はすぐにでも企業に来て頂けるよう準備中で

す。ここが上手く行けば飯能市は栄える、そん

なつもりで頑張りたいと思っております。

飯能ロータリークラブ会報

第２４２１　例会
１月１２日（２、水）
当番　大附君、大河原君

晴

当 番 中里（忠）君、大木君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロータリー理解推進月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

※次週の例会案内は省略。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

埼玉県議会議員

卓  話
和 田  浩様

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

卓話「飯能警察署からのお話」

塩 野 君
土屋（良）君
［社会奉仕］
高 橋 君
土屋（崇）君
［環境保全］

島 田 君
杉 田 君
［プログラム］

吉田（健）君
矢島（巌）君
［プログラム］

飯能警察署長（あるいは副署長）

飯能ＲＣ 川口 浩 会員

卓話「歯医者さん！事件です。」

平成２３年２月のプログラム
（月間テーマ  世界理解月間）

【四つのテスト】

卓話「日本語スピーチコンテスト
　　入賞者講演」駿河台大学留学生

卓話「日本三大曵山祭の一つ
　　高山祭とは」親睦活動委員会

【結婚・誕生日祝】

飯能市長 沢辺瀞壱様

年 頭 の ご 挨 拶


