
・点　鐘　半田会長

・ソング　我等のなりわい�

・米山奨学生　ケオサワン・ラマイさん�

・卓　話　和田 浩様�

【会長報告】

　和田県議にはお忙しいところお越し頂き有

難うございます。

【幹事報告】

・３／２８（月）川越ＣＣ、地区大会（４／２・３）記念

　チャリティーゴルフコンペ開催予定。

�・江澤会員は自宅療養中。森会員はお元気で

　すが食事療法のため今月は欠席との事。�

◎ラマイさんへ奨学金贈呈＆新年のご挨拶�

【出席報告】※【ＭＵ】なし

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　木川君、間邉君、服部君

◇結婚記念日おめでとう。�

　高橋君、大河原君、吉田（健）君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１山川君、間邉君、１２吉島君、１３加藤君

　１６島田君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１吉田（武）夫人、３石井夫人、１２加藤夫人

　２０半田夫人、２２山岸夫人、２６小久保夫人

　２９大崎夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・和田県議様、本日は有難うございます。半田君

　安藤君、和泉君、田辺君、吉島君、間邉君�

・１９９０年入会、２２年目に入りました。なるべく

　休まぬよう努力したいと思います。　  木川君�

・入会１５年目です。還暦を迎えました。よろ

　しくお願いします。　　　　　　　間邉君�

・入会記念、有難うございました。　小崎君�

・結婚祝、有難うございます。高橋君、大河原君�

・６７才の誕生日、有難う。　　　　   山川君�

・誕生日祝、有難うございます。吉島君、加藤君�

・５９才になりました。　　　　　　   島田君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。石井君

　　  吉田（武）君、加藤君、半田君、小久保君�

本日計５２，０００円、累計額８８３，６２２円。

◎ １９日例会当番は小川会員、大野会員です。

�【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　　安藤副会長

　Ｈ１３年より飯能市議会議員、２期。Ｈ１９年よ

り埼玉県議会議員。現在、警察危機管理防災委

員、循環社会対策特別副委員長、等。保護司、等。

　今、大きな社会問題は雇用不安。若い人の就

職がなかなか決まらない。県議会でも定例会

毎に補正を組んで緊急雇用対策に全力を挙げ

ました。国の制度設計もなかなか見えず法案

が何本も継続となる行き詰まり状態。党派を

超えて憂国の士となり、大いに議論して頂き

たいと国会議員の方にお願いしました。恒久

的政策には恒久的財源が無ければならない。

補正は補正です。将来を見越して財源を確保

する努力をしていかなければいけない。所謂

ポピュリズム、バラマキ政策、外交では中国の

台頭、北朝鮮・ロシアと、私達日本国民は、国を

どういうかたちにどういう理念で創っていく

のか。そういった議論をスタートして行かな

ければならない時が来たと思っております。

　来年度予算案が提出され国会審議入り。地

方は自主財源の確保と同時に、国の予算枠の

中で鋭意努力、知恵を絞って自治体を維持し

なければなりません。根幹となる地方交付税

がどうなるか心配しておったのですが、「臨時

財政対策債」との兼ね合いという手法を採っ

て昨年並みを確保したとの事で一安心。民主

党政権に最も望んでいるのは地方分権、地域

主権です。この流れは変えて欲しくない。ただ、

私は「地方分権」が正しいと思っております。

主権は国家・国民。地域主権では国家観が薄ま

ってしまう。国民として国家の下に地域が分

権を受けて行くという考え方です。

　例えば「久下六道線（東銀座通り）」は１６ｍ幅

道路にすれば国が２分の１の補助金を出すと

いう「ヒモ」が付いてくる。竹寺に向かう「南飯

能線」は県で３つのモデル事業の１つに入れ

て頂きましたが、全線２車線ではなく１．５車線、

予算も工期も小さくなる。国の「ヒモ」が付い

ていると本当に必要かどうかという幅の道路

を作っていかなければならない。権限と財源

を地方に移譲して頂ければ自治体において最

適の政策を打ち出して行くことが出来ます。

　地方に居るから広い世界が見えるという、

“カントリー・ジェントルマン”のスタンスで、

上田知事には“平成の白洲次郎”になって頂き、

地方分権を進めて欲しいとお質ししました。

昨年の予算特別委員会では、サイクリング・ロ

ード新設、鮎遡上の魚道確保の件で、知事から

「役人は出来ない理由探しをするが、お質しの

件はやる」と明快なご回答を頂き、３年計画で

飯能の入間川に鮎が遡上して来るような事も

実現出来ます。今年も３／１５まで、予特は毎日

朝から晩まで頑張って市政発展のため努力し

て行きたいと考えております。

　市民が行政に求めるニーズは年々増加の一

途、多種多様化。今、年間１人につき小学生に

は７４万円、中学生には８９万円、高校生には

１０４万円という税金が掛かっています。救

急車１台呼ぶのに４万９千円掛かる。「（概ね

１千万円以下の所得の国民は全員が）払った

税金よりも税金の恩恵を受けている人達」と

の知事答弁もありました。福祉、教育、道路、山

林整備、観光、スポーツ、等、課題が大きくなっ

ている。これにも応えて

行かねばならない。

　区画整理、企業誘致も

飯能市の大きな課題。

　区画整理は県の都計審

の許認可事業で、今まで

の区画整理の予定で補助

金が国や県からずっと入

っているわけで、それを

変えるということは非常に困難な事なのです。

１２０年掛かるから２０年で終われるようにと

言っても、今まで払った補助金はどうなるの

かという大きな問題があった。私は都計審メ

ンバーではありませんでしたので、区画整理

の大幅変更については飯能市職員に詳しく文

章を作って頂き、それを県議の各会派に配布

して歩きました。幸いな事にメンバー全員の

ご了解を得て１２０年の計画を約２０年に変え

ることもさせて頂きました。企業誘致は最終

的にはアクセス。小岩井浄水場への新しい橋

を建設予定。大型トレーラーは狭山・日高ＩＣ

からでは未だきついので、青梅ＩＣから入れる

方向を優先に考えて行きたい。

　予算が巨大化、社会保障費が半分を超え、半

ば社会主義国家と同様になる中で自主財源を

確保して行くには企業誘致も重要だが、飯能

市の一番の特徴、緑と自然を考えたい。全国に

は遥かに優れた渓谷も森林も河川もあるが、

首都圏から近いというのが飯能の“売り”。観

光資源を整備したい。飯能市へのハイカーは

５２万人、秩父市３０万人。日帰りで来られるの

は山の高さ〔低さ〕もある。余暇行動の主流は「イ

ンドア」と「身近な行楽」。〈歴女〉〈山ガール〉も

話題。ハコモノを造るのではなく、自然を活か

したまちづくりを柱に据える。「２回行けばも

ういい」ではなく、飯能の山に来た人は沢山の

場所がありますから４回でも５回でも来ます。

　川の国埼玉「水辺再生１００プラン」では「飯能

河原」「入間川（矢颪）」の２か所が認定。天覧山、

多峯主山をお歩きになって下さい。山が明る

くなりました。地元の方が本郷の御嶽神社奥

ノ院の周辺を切り開いて下さったので、スカ

イツリーを見ることが出来るよう西武鉄道の

お力を借りて木を切って頂く事になりました。

天覧山、多峯主山、本郷、吾妻峡から遊歩道で

飯能河原、岩沢まで繋ぎ、１つの観光拠点にし

たい。そのためには投資もしなければいけない。

飯能河原には屋台ブースを設け、商店街では

無料券配布、観光物産展、直売所、等。林業の再

生にもしっかり取り組みたい。私は今年を飯

能市の新しい〈創造元年、スタートの年〉で

あると考えております。
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飯能河原には屋台ブースを設け、商店街では

無料券配布、観光物産展、直売所、等。林業の再

生にもしっかり取り組みたい。私は今年を飯

能市の新しい〈創造元年、スタートの年〉で

あると考えております。

飯能ロータリークラブ会報

第２４２３　例会
１月２６日（４、水）
当番　大崎君、齋藤君

晴

当 番 大附君、大河原君

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

レイ・クリンギンスミス

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

細田耳鼻咽喉科医院 院長

卓  話「アレルギー性鼻炎について」
細田兵之助様

埼玉県議会議員 和 田  浩様

年 頭 の ご 挨 拶


