
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　それでこそロータリー
・卓　話　内沼博史様

【会長報告】
　１／５ヘリテイジ飯能にて新年祝賀式「令和５
年 おめでとう飯能」（飯能市主催）、１／１０同会
場で「新年賀詞交歓会」（飯能商工会議所主催）、
１／１１「飯能ＬＣ新年会」に参加。１／３１「飯能
ＪＣ賀詞交歓会」に参加予定です。２／５「飯能
ＲＣカップ第３３回せせらぎ杯中学生卓球大会」

（市民体育館）が青少年、社会奉仕委員会の担当
で開催されます。開会式、表彰式にＲＣから５～
８名で参加予定。観覧ご希望の方は事前に私ま
でお申し出下さい。
　

【幹事報告】
　プログラム予定表、理事会議事録を本日配付。
２／１理事会、卓上の仕切りについて討議します。
　

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　五十嵐君
　５／１３・１４親睦旅行の行程表を配付。来週ま
でに事務局、親睦委員にアンケートをご提出下
さい。皆さんのご参加をお待ちしております。
◎ロータリー情報委員会　　　　　　　土屋君
　２／２２第２回炉辺会談・懇親会の出欠をお願
いします（２／１まで）。
◎青少年奉仕委員会　　　　　　　　　本橋君
　２／５「飯能ＲＣカップ第３３回せせらぎ杯中学
生卓球大会」に主催者として参加。出場３９チーム。
どうぞ見学、観戦にお出かけ下さい。

【出席報告】ＭＵ０・無届欠席２ 細田（吉）出席向上委員

【ロータリーの友】　　　　　 川口雑誌委員長
　１月号。横組Ｐ１１、特集／職業奉仕月間「あなた
が『つくっている』ものは？」自分の職業と比べ
たり落ち込んだ時の参考にしたり出来そうです。
Ｐ３０、特集『友』創刊７０周年。１９９０年、ソ連にＲＣ
が創立、翌９１年、ソ連崩壊。３０数年経て平和の難
しさを感じます。縦組Ｐ４「人間とＡＩが共生する
職業の近未来のカタチ」進歩するテクノロジー、
４大企業への反発についても書いてあります。
Ｐ１３「私の一冊」「成功の反対の言葉は失敗では
なく諦めである」戒めとなる言葉でした。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・お蔭様で飯能市小瀬戸へ施術院を移転し開院
　致しました。皆様に喜んで頂ける活動が出来
　る事に感謝致します。　　　　　　　中川君
・入会記念日お祝い有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　大野（正）君
・結婚記念日お祝い有難うございます。髙橋君
・長らくお休みしていました。会からのお見舞
　い有難うございます。　　　　　　　和泉君
・内沼県会議員、本日はよろしくお願い致します。
　坂本（淳）君、伊澤君、矢島会長、馬場会長エレクト
　　　　　　森副会長、市川幹事、大﨑ＳＡＡ
・早退します。　　　　　　　　　　　半田君
本日計２６，０００円、累計額５３１，０００円。
◎１日例会当番は中山、中川会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　　　　　矢島会長
　Ｓ３２年、飯能市岩沢生まれ。加治小・一中・
飯高に通われた、生粋の飯能っ子。日本大学を
卒業後、「福神（株）」（現アルフレッサ（株））に約２０年
勤務。Ｈ１７年より飯能市議会議員を３期務め
Ｈ２７年より埼玉県議会議員。現在２期目。

「県政報告（２０２２年 号外）」「知事とタッグを組
んで県政に邁進！！」自民党県議団として、大野
知事とは少し距離を置いた形でやって参りまし
たが、今だんだん良い関係になって参りました。
　県の「入間川の保全・再生事業」で、矢久橋から
本郷浄水場まで整備中ですが、今年度からは

「Ｎｅｘｔ川の再生」事業がスタート。河川の「利用
調整協議会」には観光協会の他、民間の方が入っ
て、民間と県と市が話し合いながら川の利用を
考えていこうというものです。昨夏の「飯能河原
における火器使用等に関する有料化実証実験」
では飯能河原はきれいになっても周辺に問題が
出てくるという事もありました。「川の国埼玉」と
して、それぞれの地域で川の利用方法を考えて
いこうという事で、飯能市はモデル地域として
取り組みます。「川をきれいに使う」ルール作り
を含めた取り組みを推進していきたい。
「阿須ガードの拡幅」私が市議になって、さらに
それ以前の市議や市長もずっと取り上げてきた
課題でした。県議となり一般質問等で取り上げ
地元の皆様と促進協議会を立ち上げて、県に要
望活動を続けた結果、一昨年、事業化が決定され
本年度から約５億円の予算が付くようになりま
した。今年１／１から工事が始まる予定だったの
ですが、実はこれはＪＲの事業で、お金は県が出
しますがＪＲが主体で工事を全て委託して行う
ものなのです。ＪＲには委託先がいくつかあり
物価高騰等の理由でなかなか工事業者が選定出
来ないという事で遅れています。通行止めは
３、４か月先位になるかもしれません。長期の工
事になりご迷惑をおかけする事になりますが、
地域の皆様が待ち望んだ大事業ですのでご協力
を頂ければと思います。
「飯能下名栗線（一ノ瀬橋～二ノ瀬橋）」地権者
の問題等で工事が進んでいませんでしたが、内
田市議（故人）と地権者を回り了解を頂き、県土
整備事務所に要望書を提出して、やっと認可が
下り、道路の改築事業が始まりました。ただ、こ
ちらは遺跡が出たために工事が遅れています。
　今日の埼玉新聞に（２０２１年度）県内への「移住
相談件数」３０３５件、前年度より増加。１位小川町、
２位秩父市、３位飯能市（３５９件）と載っていま
した。南高麗の「農ある暮らし」では２００人位の
若い世代がすでに移住されています。大津市議
が市議会で取り上げ、市で頑張って頂いて、県で
も注目されている事業となっています。県も定
住人口を増やそうと取り組んでおり、３／１私
の一般質問でもこの話をさせて頂こうと思って
おります。
　埼玉の観光はどうしても日帰り型になりがち
です。地方からの観光客も県内には泊まらない
で帰って都内に泊ってしまう。東京に近い事は

利点でもありネックにも
なっています。これを宿
泊型の観光にシフトさせ
たい。飯能市だけで出来
る事ではありませんので
川越、秩父、深谷と各地
域を回って頂いて、飯能
市内の「ヘリテイジ飯能」

「大松閣」に泊まって頂く。
滞在して頂いて、地域の
良いところを回遊して頂

く。歩いてみれば飯能市の良さが分かります。
それには宿泊をして頂く。宿泊観光がインバウ
ンド対策になると思います。
「ＪＲ東日本グループ経営ビジョン『変革２０２７』」

（２０１８年策定）モノレールを使わない、羽田
空港への直通路線「羽田空港アクセス線」構想。
埼玉県は「西山手ルート」に関係します。新宿～
羽田空港４３～４８分が約２３分に短縮され、新
宿からは埼京線が川越線に乗り入れています。
これは外国のお客様を飯能に呼び込む大きな力
になるのでは、と思っております。埼玉県の観
光は西部地域が頑張らないと出来ないものです
ので、観光にしっかり取り組んで参りたい。
「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」歩いて
暮らせる「コンパクト」、見守りやデマンド交通
の「スマート」、災害に強い仕組みとエリアマネ
ジメント組織による「レジリエント」の、３要素
を備えた、まちの特性に応じたまちづくりを県
に提案して頂き、県の「市町村事業化支援チーム」
と一緒に具体化していくというもの。今年度取
り組む１１市町のうち「入間市」は「地域拠点施設
の整備による地域コミュニティの再構築と、ＩＣＴ
を活用した高齢者向け交通と福祉の連携により
自助互助共助公助のバランスのとれたまちを目
指す」としています。飯能市にも是非取り組んで
頂きたいプロジェクトです。実りあるものにし
ていければと思っております。
「物価高騰等の影響を受ける事業者・県民への
緊急支援」９月、１２月補正予算で対応しました。
１／１０から「２０２３ 全国版 旅して！埼玉割」と

「とくとく埼玉！」（延長）の２つの観光応援キャ
ンペーンが実施されています（併用可）。旅行会
社等を通して是非ご利用下さい。
　埼玉県は「脱炭素社会の実現に向けて、中小企
業等の高効率設備への更新など、ＣＯ２排出削減
設備の導入費用の一部を補助します」。省エネや
蓄電池等の設備の入れ替えに補助金が出ます。
補助率は３分の２以内、上限５００万円。受付期間
１／３０～２／１７先着順です。
　皆様と共に飯能市の発展のために一生懸命頑
張らせて頂きたいと思いますのでよろしくお願
い致します。
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の整備による地域コミュニティの再構築と、ＩＣＴ
を活用した高齢者向け交通と福祉の連携により
自助互助共助公助のバランスのとれたまちを目
指す」としています。飯能市にも是非取り組んで
頂きたいプロジェクトです。実りあるものにし
ていければと思っております。
「物価高騰等の影響を受ける事業者・県民への
緊急支援」９月、１２月補正予算で対応しました。
１／１０から「２０２３ 全国版 旅して！埼玉割」と

「とくとく埼玉！」（延長）の２つの観光応援キャ
ンペーンが実施されています（併用可）。旅行会
社等を通して是非ご利用下さい。
　埼玉県は「脱炭素社会の実現に向けて、中小企
業等の高効率設備への更新など、ＣＯ２排出削減
設備の導入費用の一部を補助します」。省エネや
蓄電池等の設備の入れ替えに補助金が出ます。
補助率は３分の２以内、上限５００万円。受付期間
１／３０～２／１７先着順です。
　皆様と共に飯能市の発展のために一生懸命頑
張らせて頂きたいと思いますのでよろしくお願
い致します。

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

（ 月間テーマ　水と衛生月間 ）

大野（康）君
大野（泰）君

大野（正）君
大 津 君

［環境保全］

［青少年奉仕］

［会員選考］

大 附 君
小 川 君

【雑誌紹介】

【結婚・誕生日祝】【四つのテスト】

例会取消（祝日週）

例会取消（定款による）

大川学園高等学校 教頭／駿河台大学
スポーツ科学部 非常勤講師

（株）住宅あんしん保障
取締役社長

岡部一宏様

飯能商工会議所青年部 会長 谷脇道生様

梅田一彦様

卓話「飯能商工会議所青年部について」

卓話「住宅関連の話」

卓話「『せせらぎ杯の歩み』と『ブカツノミライ』」

今年度の県の事業について

埼玉県議会議員 内沼博史様


