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例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

 

四つのテスト唱和     伊丹昌幸 会員 

 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 石井英男会長 

ロータリーソング斉唱（奉仕の理想） 

四つのテスト 伊丹昌幸会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

委員会報告 

 松本安永会員 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

卓話  

鴻巣市長 原口和久様 

出席報告 加藤 勉委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 
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会長挨拶             石井英男 会長   

本日のお客様を紹介

いたします。 

ただいま大活躍中の

鴻巣市長  原口和久様

です。ようこそ鴻巣水曜ロ

ータリークラブの例会へ。 

先月 4 月 26 日（土）ふれあい鴻巣ウォーキ

ングにはご多忙中にもかかわらずご来賓頂き、

ご挨拶も頂きました。ありがとうございました。 

当日はウォーキング愛好者が総勢 1800名をこ

える大勢の参加をいただきました。大盛況のう

ちに無事に行うことが出来ました。 

5月23日（金）、24（土）、25日（日）まで東日

本大震災 3.11後の復興支援、社会奉仕として

山形県で開催されます東北六魂祭り青森県

（青森ねぶた祭り）、秋田県（秋田竿燈まつり）、

岩手県（盛岡さんさ踊り）、宮城県（仙台七夕ま

つり）、山形県（山形花笠まつり）、福島県（福

島わらじまつり）が集まり県代表の祭りです。 

鴻巣水曜ロータリークラブの年間行事であり

ます。祭りシリーズの旅行に、すいの会奥様方

の同伴をいただき、大勢の参加で行って参り

ます。私たちも楽しませて頂きながら復興支援

に参加出来ることは、大変意義深いものと考え

ております。 

本日は原口市長様より今後の行政及び、鴻

巣市に関するお話を聞かせて頂きたくお願い

致します。 

幹事報告          山口光男 幹事 

社会体験プログラム 

受入事業所 現在 3 事業

所 5 月 31 日締切り、受

入れの協力お願いしま

す。 

① 5月27日(火) 商工会青年部チャリテイ

ゴルフ大会 おおむらさきGC 5名 

② 6月1日(日)午前9時集合 クリーン鴻巣

ふるさとの杜清掃作業  

③ 6月12日(木) 鴻巣市青少年健全育成

市民会議定期総会 市役所第二庁舎2

階会議室 

地区報告 

① 韓国船沈没事故見舞いご協力のお願

い。会員 1人 1,000円 6月 10日期限 

② 6月 20日(金)会員増強維持部門セミナ

ー 川口市民ホール・フレンデイア 

委員会報告 

鴻巣吹奏楽団 定期演奏会終了のお礼 

松本安永 事務局長 

5 月 18 日（日）鴻巣水

曜ロータリークラブの後援、

ならびに広告協賛をいた

だきました、「鴻巣吹奏楽

団第 28回定期演奏会」を

終了することが出来ました。

クレアこうのす大ホール 3階席までの大勢のお

客さんに来場いただきました。その他プログラ

ムの1ページをクラブ事業所の皆さまに埋めて

いただきましたこと、合わせてお礼申し上げま

す。 

親睦・家族委員会     間室照雄 委員長 

親睦旅行の参加者は

19名です。当日まで充分

に睡眠をとって健康に気

をつけて下さい。 

郷土のお土産を買って

来ます。 



   3 / 8 

 

 
 

卓話        鴻巣市長 原口和久 様 

鴻巣市は、平成 17

年 10 月の吹上町、川

里町との合併から 10

年目を迎え、合併後の

まちづくりも総仕上げ

の時期に入ろうとして

います。 

本日はこの場をお借りして、皆さんにこれま

でのまちづくりの成果と今後の課題や抱負に

ついてお話しさせていただきたいと思います。 

私は、平成 14 年 8 月の市長就任以来、市

民の皆さんの満足度向上を市政の最大目標

に掲げ、市政運営を行ってまいりました。特に、

平成 17年 10月の合併後においては、3駅の

整備をはじめとする都市基盤の強化や、鴻

巣・吹上・川里の3地域における行政拠点など

の施設整備を計画的・継続的に進めてまいり

ました。 

中でも昨年度は、市民活動センター、吹上

図書館、こうのすシネマ、かわさと館など、市

民の皆さんの活動拠点となる施設が続々とオ

ープンしたほか、三谷橋大間線の開通、鴻巣

駅西口駅前広場改修工事の完了により、鴻巣

駅周辺の利便性が飛躍的に向上いたしました。

また、長年の懸案でありました小中学校校舎

等の耐震化についても完了させることができま

した。これにより、合併後 10 年間のまちづくり

の目標である「3 地域の均衡ある発展と速やか

な一体性の確立」は、大きく進展したものと確

信しております。 

さて、平成 26 年度は、市制施行 60 周年を

迎える年、また、合併後 10年目の年にあたり、

新たな一歩を踏み出すことにおいて、最もふさ

わしい年となるものと考えております。 

そこで、私は、平成 26 年度を、「新たなる出

発、新たなる挑戦の 1 年」と位置づけ、「市政

の残された課題について全力を挙げて取り組

む年」、「ワンランク バージョンアップした活力

あるまちづくりの年」といたしました。予算につ

いても、一般会計予算の総額を 379 億 8,500

万円とし、過去最大の予算規模となっておりま

す。 

現在、本市では、新ごみ処理施設の建設、

総合病院の誘致という２つの大きな課題を抱

えておりますが、両事業ともスタートラインに立

ったばかりであります。 

ごみ処理については、現在、鴻巣地域、川

里地域は、吉見町にある「埼玉中部環境セン

ター」、また、吹上地域は、行田市にある「小針

クリーンセンター」で行っており、合併以降、同

じ市内であっても、地域によって、ごみの出し

方が異なるという状態が続いております。 

 

一方で、両組合の焼却施設は、ともに昭和

59 年に稼働して以来、30 年近くが経過しまし

て老朽化が進んでおり、今後の鴻巣市のごみ

処理を安定的に行うためにも、ごみ処理の広

域化による新施設の建設を早急に進めること

が、喫緊の課題となっております。 

本年 4 月から、行田市と鴻巣市で組織する

彩北広域清掃組合に北本市を加えるとともに、

名称を「鴻巣行田北本環境資源組合」に改め

まして、ごみ処理施設の建設に向けて、本格

的に取り組んでいるところです。 

新施設の建設にあたっては、ごみ焼却時の

熱を利用した発電や温水利用など、環境負荷

のかからない、安全な施設とするため、十分に

検討を重ねてまいります。 

次に、総合病院の誘致についてですが、そ

の前提として、医師会の皆さんと連携できる総

合病院、しっかりと病診連携のできる総合病院、

の誘致を目指してまいりました。このような中、

上尾中央総合病院を運営する「一般社団法
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人 上尾中央医科グループ協議会」から、鴻

巣市へ病院を建設してもよい、とのお話があり、

提案された病院機能も、鴻巣市が希望する条

件を満たしていたことから、同協議会との協議

を進めております。 

一方、新たな病院を建設・整備する場合に

は、埼玉県の認可が必要であり、県が 5 年を

単位に定める、地域保健医療計画にあわせた

病院整備計画でなければなりません。 

今後におきましても、県や国、関係機関と十

分に検討を重ねてまいります。 

私は、このような残された課題に対し、「新た

なる出発、新たなる挑戦」の気概を持って取り

組んでいく所存でありますが、現在進捗中の

上谷総合公園整備事業、吹上複合施設建設

事業、吹上小学校校舎改築事業、小中学校

教室へのエアコン設置事業、などを着実に推

進しながら、市民の皆さんが鴻巣への愛着を

持ち、将来に向けて希望を抱けるようなワンラ

ンク上のまちづくりを目指してまいります。そし

て、市民の皆さんが生涯にわたり健康で幸せ

に暮らし続けることができるような、人もまちも、

全てにおいて「健康なまちづくり」を進めてまい

りますので、引き続き、皆さんのご理解、ご協

力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

出席報告          加藤 勉 委員長 

 

 

 本日 修正 

 5月 21日 5月 14日 5月 7日 

 1055回 1054回 1053回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 22 21 24 

欠 席 数 10 9 8 

例会出席率 68.7% 65.6% 75% 

Ｍ Ｕ 数  2 2 

合計出席数  23 26 

出 席 率 68.7% 71.8% 81.25% 
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スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

 

前回までの合計 688,500 円

本 日 の 合 計 36,000 円

次回繰越金合計 724,500 円  

 

ふるさとの杜 

リョウブ              石井英男 会員 

 

 リョウブはリョウブ科の落葉小高木である。若

葉は山菜とされ、庭木としても植えられる。高さ

は 3-7ｍになる。樹皮は表面が縦長な形に剥

げ落ちて、その後茶褐色で滑らかになる。葉

は長さ 10cm、幅 3cm ほどで倒卵形に近い楕

円形、縁には細かい鋸歯がある。花は夏に咲

き、花弁は白く 5 裂する。果実はさく果で 3 つ

に割れる。 

関山桜            成田志津子 会員 

 

 バラ科サクラ属で、耐寒性落葉高木。サトザ

クラ系サクラで、花は濃紅色の八重咲きで、4

月下旬頃に開花する遅咲きの品種。花の大き

さは、五百円玉ぐらいで沢山の花をつけます。

蕾を摘んで塩漬けにし桜茶として使われま

す。 

個人様スマイル 

宮城仁会員…木曜ゴルフ会に於いて優勝させて頂きあり

がとうございます。 

スマイル１  鴻巣市長原口和久様、本日の卓話宜しくお願

い致します。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三

会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光男会員・

間室照雄会員・松本安永会員・加藤文男会員・大澤二三

夫会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁見惠美子会

員・柿沼洋一会員・小林玲子会員・寺西修身会員・成田

志津子会員・細野潤一会員・伊丹昌幸会員 

スマイル 2  韓国船沈没事故見舞金のご協力お願い致し

ます。渡邊ガバナーのメッセイジ 

小畑正勝会員・馬場知行会員・山口光男会員・間室照雄

会員・松本安永会員・石井英男会員・仁見惠美子会員・

寺西修身会員・細野潤一会員 
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6月 1日(日)  

クリーン鴻巣「ふるさとの杜」除草作業 

午前 9時～11時 

鴻巣市上谷運動公園（ふるさとの杜） 

 

 

会場 桶川ロータリークラブ例会場 
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編集後記 

 6月1日クリーン鴻巣の、「ふるさとの杜」除草

作業では、皆さん暑い中お疲れ様です。毎回

旭科学の社員の方々、本当にありがとうござい

ます。 

常光小、笠原小、中央小の生徒達と一緒に

植樹した木々が育つのが楽しみです。私は沈

丁花です。2 月の大雪で倒れかかってますが

元に戻ることを願います。        （R.K） 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 4日 

（水） 

第 1057回通常例会 

会員誕生月祝い  

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

クラブフォーラム  

6月 11日 

（水） 

第 1058回通常例会 

クラブフォーラム 

次年度各委員会発表 

6月 18日 

（水） 

第 1059回通常例会 

会員卓話 

6月 25日 

（水） 

第 1060回移動例会 

最終例会 

親睦ゴルフ・ボーリング大会  

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     

委 員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子  

寺西修身 伊丹昌幸 


