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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

ロータリー理解推進月間
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【幹事報告】
本日マロウドで５０周年記念委員会を開催。
全員出席の予定。バッジの落し物があります。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・２／２４（火）移動例会 大和証券所沢支店
・３／１０（火）１４（土）ＩＭに振替
・３／１７（火）定款第６条により休会
・３／２４（火）２３～２５親睦旅行に振替
・点 鐘
・ソング
・卓 話

山川会長
我等の生業
和田 浩様

【会長報告】
「時計塔」除幕式はメンバー、
市役所建設課の
お力をお借りし無事出来ました。市長、
議長等
もご出席。
矢島ＳＡＡ撮影の写真を受付に展示。
良い時計だと分かります。また、立派な「ロー
タリー旗」
を中里（昌）会員より頂きました。
１／２３狭山で会長幹事会です。

【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会
土屋（良）君
本日、新井景三パスト会長より特別寄付。
２回目でマルチプルです
（拍手）
。
◎５０周年記念事業委員会
新井君
ご協力頂いて立派な除幕式が出来ました。
「塔」
の評判も良く有難く思っているところで
す。
寄贈のため
「寄付申込書」
を提出、
市の管理
となります。
ＳＡＡ撮影の写真を回覧
（ＣＤ有）
。
◎ロータリー情報委員会
吉島君
（満寿家）
、
吉田（健）
、
中里（昌）パスト
２／２５研修会
会長から内容の濃いお話。欠席の方は私まで。
◎５０周年記念式典実行委員会
中里（昌）君
本日、委員会開催。先週頂いたご質問につ
いて。クラブ旗の
「裏」
は、古くからある「つづ
れ織り」の技法を使っています。先日、
西陣の
組合が４００色で織った「風神雷神図」や帯等
は
「本つづれ」
。私共は機械織りで、１本ごと全
幅に糸が入ってしまい、裏に回った糸をどう
始末するかがなかなか厄介なのです。半分に
切った見本を是非ご覧下さい。
【出席報告】無断欠席なし

馬場出席委員長
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例会取消修正なし

【Ｍ
Ｕ】
１／９（狭山）半田君
（日高）沢辺君、田辺君
１／１３
【結婚・誕生日祝】
中山親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
木川君、間邉君、服部君、沢辺君
◇結婚記念日おめでとう
髙橋君、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、２４坂本君
◇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、２９大崎夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・和田県議、
本日は有難うございます。
お話楽し
みにしております。 山川君、間邉君、小川君
髙橋君、矢島（高）君、矢島（巌）君、半田君
吉島君、土屋（崇）君、服部君、福島君
・結婚記念祝い有難うございました。
吉田（健）君、田辺君、髙橋君
・入会記念、有難うございました。
木川君、間邉君、沢辺君
・誕生日祝い有難うございました。
加藤君、吉島君、間邉君、島田君、山川君
・妻の誕生日祝い有難うございました。
加藤君、石井君、半田君、田辺君
・早退
服部君
本日計６５，
０００円、累計額７２８，
６１４円。
◎２１日例会当番は川口、増島会員です。
【卓
話】
講師紹介

山川会長

新しい飯能を迎えて
埼玉県議会議員

和 田

浩 様

「県政は遠くに感じる」とのお話を頂くが、実は
そんな事は無く、市民と直結する問題、行政の事
業の多くに、多岐にわたって県の補助金が投入さ
れている。
１事業に市、県、国がそれぞれ３分の１
ずつだったり、県と市が２分の１ずつだったり。県
単事業
（県単独の事業）
は県が１００％。飯能河原
の整備
（
「水辺再生１
００プラン」
）
がそうです。
「県議会」は年４回の定例会に、一般質問、常任
委員会、決算特別委員会、予算特別委員会、ある
いは提出議案のほかに大きな行政課題を審議す
る特別委員会があります。
（資料１）道路改良、修繕、舗装。橋梁の修繕、
耐震整備。住民の方から頼まれると県土整備等
にお願いをし、４年間で約４２２００ｍを達成。坂
石町分のＲ２９９で２１
６０ｍ。
（資料２）間伐、植栽、
里山事業を総称した「森林整備」は８年間で
（飯
能市だけで）
東京ドーム５７５個分を終えた。来年
度予算編成でも各審議会・委員会等で森林整備
の予算化を更に進めたい。山の中の道「林道・作

業路」
が整備されなければ
先へ進めないので、８年で
８６３７ｍの開設・改良・舗装
を終えました。重要なのは
産業としての森林整 備で
すが観光資源としてもして
行かなければならない。若
いお母さんと子どもでも間
伐で明るくなればハイキン
グに来てくれます。
（資料３）信号機の新設は１自治体で１年に１機
が県の目安。８年間で１２機新設しました。民地
に立てる場合、以前は土地を借りていましたが、
相続等で
「土地を返せ」
という訴訟が起きたため、
それ以降法律が変わり
「買取」
になった。
地主が
「売らない」
となると立てられません。今年度予定し
ていた重要な１機については引き続き取り組みま
す「
。吾野トンネル」
は３月全面開通。
（資料４）橋梁
修繕・耐震補強工事。原市場、宮の瀬橋の拡幅、
土屋医院さんの交差点には歩道を設けたい。ほ
ぼ予算は取れた。橋脚は昔の人の知恵と技術で
コンクリートを使わず固い岩盤の上に立てられた
ものでした。
（資料６）
「埼玉県ふるさと創造資金」
は使い勝手が良く、依頼されたものは予算化させ
て頂いた。
（資料８）県議は９０名。
年４回の定例会
で一般質問の出来る人数は限られる。お蔭様で
私は毎年積み重ねて来られました。Ｈ１９年９月
議会で大きな予算
「彩の国みどりの基金」
が決ま
った時、街路樹、校庭の緑地化にも基金が欲しい
県南と、議員数の少ない、山の方の議員との間で
鎬を削った。一般質問で私は「上流の山の整備
は県南地域においても意味がある」と訴え、知事
からも前向きな答弁を頂く。県南の議員からは
「自然は手を加えない事が良い」
と言われたが
「それ
は
“ジャングル”
です。
手を加えなければ山を守る
事は出来ない」
と申し上げた。それ以降文句を言う
県議はいらっしゃらない。むしろ私が登壇すると
「山、
頑張れ」
と。
揶揄もあるかもしれませんが予算
に協力して頂いています。他に、警察官、外国人
観光客の誘致（ガイド本の発行）等。
（資料９）
予算特別委員会。
年１回、
選出された２０
数名で開かれる１対１の質疑。県産木材の利用、
ソーシャル・
ファーム、
大雪被害対策等。
入間川漁協
総会で「秋ヶ瀬堰には川魚が遡上出来る段差が
あるが、菅間堰以降には無く、入間川には東京湾
から一匹も天然アユが上がって来ない」と聞いて
新工法による堰の改善をしているところです。
「消滅可能性都市」２０４０年までに全国１
８００市
町村の約半数に消滅する可能性がある。埼玉で
は６９市町村のうち２１が該当。残念ながら「飯能
市」が入ってしまった。
「地方創生」を掲げる国と
連携を図り、
費用対効果、
イノベーション等、
いろい
ろな作業を積み重ねていきたい。
「逆転の発想」
。
例えは変だが、中国大陸から太平洋を見ると日本
列島は邪魔に見える。観光政策も内からではなく
関東平野から飯能を見ていく。秩父に行く観光客
を横取りしていく発想で取り組んでいくところに
可能性も広がっていくと考えております。上田知
事も先頭に立って取り組んでおられる。
「埼玉県三
大プロジェクト」
を中心に私共も頑張っていきた
い。
“自治体消滅論に挑戦する年”と定め、皆様に
もご尽力ご協力をお願い申し上げ、卓話とさせて
※次週の例会案内は省略。
頂きます。

