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例会開始前の握手会 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和   

田邊 聖 会員 

 

 

例会プログラム 

司会 加藤文男会員  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和 田邊 聖会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

会員誕生月祝い 小畑正勝会員 小林忠司会員  

配偶者誕生月祝い 小畑絵里香様 蓮江珠代様 

結婚月祝い 蓮江郁夫会員  

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話 原口和久鴻巣市長 

委員会報告 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

特別委員会 山口光男委員長 

Ｒ情報・広報・雑誌・ＩＴ委員会  

 石井英男委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 会員一人ひとりが輝き 

      その火をクラブへ 
 

第 1093回例会 2015年 3月 4日 

日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

先日は、IM に多数の参

加戴き、有難うございました。

私は、IM の後、クレア鴻巣

で行われた「アースミーティ

ング・キャラバン鴻巣 2015」

を成功させる会に出席して

きました。当日は日本太鼓協会の諏訪会長、ジ

ャポニズム振興会の大谷祥子副会長、鬼太鼓

座の松田代表、そして、呼びかけ人代表として、

鴻巣市長 原口和久様、東秩父村長 足立理

助様が出席しまして、「太鼓の森」の趣旨説明

がありました。 

内容は「鴻巣市」を拠点とし、和太鼓芸能の

底辺拡充・専門家の育成・ファン層の開拓を展

開している日本太鼓協会は、更に和太鼓胴体

の材料である欅の植林活動を、150年以上の未

来を想定し『太鼓の森プロジェクト』として実施し、

自然との共生を意識したその遠大なプロジェク

トの趣旨に賛同し、地球を舞台に和太鼓演奏

活動を 45 年間継続している創作和太鼓集団

「鬼太鼓座」は、太鼓の森の地「東秩父村」へ拠

点を据えました。今後両団体は、太鼓の森を創

造・創作の場、鴻巣市を表現・発表・交流・復旧

の地として、和太鼓界にとって聖地となるよう願

い、世界の誇れる日本文化を世界各地へ届け、

日本の音の聖地鴻巣市・東秩父村へと巡礼とし

て誘われる。という遠大な内容でした。 

当クラブでは次年度は、鴻巣コウノトリを育む

会に、ロータリーの地区補助金を使う予定です。

鴻巣は色んな日本一がありますが、4月 25日に

行われる第 22 回ふれあい鴻巣ウォーキングも

含めて戴き、色んな形で市をアピールし、その

一助として当クラブも参画出来ればと思います。

今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

幹事報告          小林玲子 幹事 

① 2月20日（金）地区ロー

タリー財団補助金管理

セミナー開催 

会長エレクト小林  並  

びに次年度関係 井上

部門長、間室国際奉

仕委員長、寺西社会奉仕委員長 4 名出

席しました。 

②  2 月 26 日（木）地区 新会員の集いの開

催 大澤会長 小林幹事 （入会 3年未満）

寺西会員、佐々木会員、細野会員、木下

会員、松本地区委員長  ７名出席しまし

た。 

③ 2 月 27 日(金)地区国際奉仕セミナー開催 

大澤会長、寺西国際奉仕委員長、小林玲

子会長エレクト 3名出席しました。 

④ 3 月 1 日(日) RI 第 2770 地区第 5 グルー

プ インターシティーミーティング（IM） 20

名参加 

⑤ 3 月 1 日(日)「アースミーティング・キャラバ

ン 鴻巣 2015」を成功させる会 鴻巣市文

化センター小ホール 2階 大澤会長出席し

ました。 

⑥ 3月 9日（月）校長会に第 22回ふれあい鴻

巣ウォーキングの PRに大澤会長、柿沼 PR

委員長が行きます。 

⑦ 3 月 9 日（月）第 22 回ふれあい鴻巣ウォー

キング 総部委員会開催 和風レストランと

き PM6:30～開催します 

⑧ 3月 11日（水）第 22回ふれあい鴻巣ウォー

キング 第 2回全体会議 午後 6時半～鴻

巣市総合福祉センター 開催します。 

⑨ 3月 12 日（木）平成 26年度埼玉県立鴻巣

高等学校第 67 回卒業証書授与式 大澤

会長 出席 します 

⑩ RYLA研修セミナー 2015年 4月 4日（土）

5日（日）6日(月)  

第 2回事前研修:2015年 3月 8日（日）開
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会 AM 受付９：10 開会 9：30 開催場所 

埼玉県防災学習センター 

小畑雄太様 23 歳 日本大学学生 参加 

津田会員のところより 2名追加参加。 

会員誕生月祝い      小畑正勝 会員 

 

3月 8日で 満 71歳に成ります、月日の流れ

の進みを（光陰矢の如し）と言われますが 最

近刻の進みが やけに早く感じ困っています。 

皆様には毎年 3 月になると夫婦共誕生月を

祝って戴き歳を重ねて来ました。これからの自

分は、健康に気をつけ「ピンピンころり」の人生

で過ごしたいと思っております。助け合いの心

で宜しくお願い致します。 

小林忠司 会員 

 
15日になりますと 73歳になります。70過ぎる

と年とるのが大変早く感じます。好きな酒も週 1

回は休肝日を作るようにしています。本年商工

会役員交代ですが、もう 1回、3年間頑張るつも

りです。 

奥様誕生月祝い      小畑正勝 会員 

 

 

結婚月祝い         蓮江郁夫 会員 

 

妻は 3月 15日生まれで、今年 38歳になりま

す。3 歳になる娘の育児に熱中していて充実し

た生活を送っているようです。親子 3人で楽しく

幸せに生活しています。宜しくお願いします。 

乾杯                津田健三 会員 

 

皆さん！おめでとうございます。 



4 / 8 

 

 
 

卓話             原口和久 鴻巣市長 

鴻巣市は、昨年、市

制施行 60周年の節目

を迎え、さらに本年は

1市 2町の合併から 10

周年の記念すべき年

を迎えます。 

本日はこの場をお借りして、皆さんに本市の

話題や重点プジェクト事業、今後の取組につい

て、お話させていただきたいと思います。 

はじめに 

●鴻巣市の人口 

本市の平成 27 年 3 月 1 日現在の総人口

は、119,201人（前年比△472人）、内 65歳以

上の老年人口 30,103人（前年比＋2,787人）、

内75歳以上の老齢人口12,301人（前年比＋

914 人）、高齢化率は 25.25％（前年比＋

2.53％）となっています。 

市の話題 

●市役所「新館」の建設 

現在の本庁舎は、昭和 49 年の建設以来

40 年近くが経過して老朽化が進んでおり、耐

震調査においても耐震化が必要とされていま

す。そのことから、来庁者の安全確保と防災

拠点としての機能向上を図るため、本庁舎敷

地内に 2階建ての新館を建設し、1月 5日よ

り業務を開始しています。 

新館は、利用が多い窓口をできる限りワン

フロアに集約し、来庁者の利便性と快適性の

向上を図っています。また高い耐震性能と非

常用電源を備え、防災拠点としての整備を行

うとともに、太陽光発電設備や LED 照明の導

入等環境に配慮した庁舎となっています。 

●病児保育事業 

自宅での看護等が困難な病気、又はケガ

をしている児童を一時的に預かる事業として、

市内の医療機関で平成 26年 4月 1日から開

始しています。施設の愛称は「パンジーキッズ」

定員は 4名、生後 6ヶ月～小学 3年生までを

対象とし、平成 26年 12月末現在で登録 378

名、延べ利用者数は 197名となっています。 

プロジェクト事業 

●総合病院の誘致について 

総合病院の誘致については、正式に一般

社団法人上尾中央医科グループ協議会と協

議を開始しています。病院開設についての基

本的な考え方は、埼玉県の第 6 次医療整備

計画における基準病床の加算対象とした医

療機能（二次救急・小児・周産期・回復リハ・

緩和ケア）を中心とした整備であります。 

具体的には、病診・病病連携を基本とし、

入院医療を担う総合病院の整備を目指して

おり、建物構造は鉄筋コンクリート造 5階建て

の免震構造、病床数 300床、14診療科目（内

科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、小

児科、産婦人科、外科、整形外科、耳鼻咽喉

科、眼科、皮膚科、麻酔科、放射線診断科、

リハビリテーション科）を予定しています。 

●新ごみ処理施設の建設 

市では、行田市、北本市と連携・協力し、

新たなごみ処理施設の建設に向けた協議を

進めています。現在、鴻巣・川里地域は、吉

見町にある「埼玉中部環境センター」で、吹

上地域は、行田市にある「小針クリーンセンタ

ー」でごみ処理を行っており、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います。 

一方、両組合の焼却施設は、ともに昭和59

年に稼働して以来、30年近くが経過して老朽

化が進んでおり、今後の本市のごみ処理を安

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

課題となっています。 

このようなことから、昨年 4 月に鴻巣市と行

田市で組織する「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、ごみ処理施設の建設

に向けた取り組みを本格化させています。 

組合議会定例会において、建設候補地は、

鴻巣カントリークラブと鴻巣市カントリーエレ
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ベーターに挟まれた、郷地及び安養寺にま

たがるエリアとすることが報告されました。今

後は、地権者や市民の皆さんを対象とした説

明会を開催するとともに、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

検討を重ねていきます。 

●鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発事業 

平成 27 年度に都市計画の変更認可を取

得し、組合設立の認可を得る計画であり、市

では、現況測量、権利調査、基本設計、資金

計画、地盤調査、建築設計を支援していきま

す。具体的な施設計画は、駅前通り側に地

上 14 階建て地下 1 階（機械室）の店舗兼住

宅を建設（総戸数 195 戸の 2LDK～4LDK タ

イプのマンションを計画）し、裏側に居住者用

の自走式立体駐車場や店舗用の平面駐車

場を予定しています。 

また、公共施設整備として、地区外周の都

市計画道路の整備や、防災発生時の一時避

難所及びイベント広場等として市民に提供で

きる街区公園（≒1850 ㎡）の新設を検討して

います。 

今後の取組 

●三谷橋大間線Ⅱ期工事 

昨年 4 月に三谷橋大間線が開通し、中山

道の「鴻神社前交差点」から荒川左岸通線ま

での間が結ばれたことにより、高崎線東側地

域と西側地域との交通アクセスが飛躍的に向

上しました。 

本事業は、そのⅡ期工事として、中山道か

ら国道 17号「宮地交差点」までの区間を拡幅

するもので、現在、用地買収・物件補償等を

実施中であります（用地買収率：40．4％）。 

交通の安全性の確保や渋滞緩和に向け、

鴻神社前交差点や宮地交差点の用地交渉

などに重点的に取り組んでいきます。 

●道の駅整備事業 

道の駅は、道路の沿線に駐車場やトイレな

どの「休憩機能」、道路情報や地域に関する

情報を発信する「情報発信機能」、交流を促

進する「地域の連携機能」の 3 つの機能を併

せ持つ施設であります。 

そこで、本市の国道 17号と熊谷バイパスの

交差部周辺地域は、交通機能に優れた地域

であり、さらに、将来的に上尾道路の全線開

通も控えていることから、農業をはじめとする

地場産業の活性化や、地域資源を活用した

観光の強化などを図ることできる、広域交流

拠点となる道の駅整備の取組を開始していま

す。今後、事業計画の作成や関係機関との

協議などを整理し、整備に向けた測量等を予

定しています。 

結びに 

私は、持続可能な都市の創造に向け、市

民の皆さん一人ひとりの健康づくりを地域と連

携して進めるとともに、環境、経済、社会の 3

つのバランスをとりながら、健康で幸せに暮ら

すことのできるまちづくりを進めてまいります

ので、引き続き、皆さんのご支援、ご協力をお

願い申し上げます。 

委員会報告  

社会奉仕委員会      成田志津子 委員長 

3 月 25 日（水）鴻巣市総

合福祉センターにて 10 時

～11時 45分、13時～16時

状況により 30分程度延長あ

り。輸血用血液確保の一旦

を担うべく。 

鴻巣ふれあいウォーキング特別委員会 

山口光男 総務委員長 

 3月 9日（月）総務部会、3

月 11 日（水）全体会議が開

催されます。皆様の参加を

よろしくお願いします。また、

PR のためキャラバンを組み

ますので、必ず一つだけは

参加をお願いします。 
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ロータリー情報・広報・雑誌・IT委員会 

石井英男 委員長 

ロータリーの友 3 月号は

表紙のメッセージから、長

いくちばしのカワセミ 2 羽、

つがいと思われる。色、鮮

やかな「空飛ぶ宝石」と称

され、水中の小魚を餌にし

ています。動きが素早く、このようなツ－ショット

はなかなかカメラにおさまらないと思います。撮

影した方は、はじめて見かけたときはその美しさ

に息をのみましたとの事。このエリアで見ること

が出来るのは北本自然観察公園で見られること

があります。 

もう 1 枚の表紙は、新潟県十日町市、雪まつ

りとしては最も古い「十日町雪まつり」で知られ

てるようです毎年 3月第 2土曜日に地元スキー

場を会場にして 2 万本のキャンドルを点火して

夢見るような世界を作り出しています。 

米山記念奨学会寄付者感謝状授与 

第 2回マルチプル 蓮江郁夫 会員 

 

RI 「超我の奉仕賞」      津田健三 会員 

 

新入会員入会式         竹内幾也 会員 

 

 入会させて頂きました。微力ながらロータリー

に貢献させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

花チャリティー       間室照雄 会員 

ラナンキュラス（球根植物） 

 寒さにとても強く、0℃以下

にならなければ外で見られ

ます。花びらの多い花で、

満開になるととてもきれいで

す。寄せ植えしたばかりな

ので、水切れに注意、たっぷりと水をやって下さ

い。日当たりの良い戸外、軒先などが良いと思

います。 

出席報告         松本安永 委員長 

 

 

 本日 修正 

 3月 4日 3月 1日 2月 25日 

 1093回 1092回 1091回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 34 33 33 

出 席 数 26  21 

欠 席 数 8  12 

例会出席率 76.47% 100% 63.00% 

Ｍ Ｕ 数 5  3 

合計出席数 31  24 

出 席 率 91.18% 100% 72.00% 
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スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 519,957 円
本 日 の 合 計 25,000 円
次回繰越金合計 544,957 円  

編集後記 

 1945年 3月 10日東京大空襲。その日、徳之

島出身で講道館柔道 9 段「徳三宝」氏が亡くな

る。映画「姿三四郎」のモデルと言われている。 

3 月 8 日（日）徳之島郷友会 30 名で江戸川

区平井の最勝寺に墓参に行き、徳三宝の甥っ

子の話を聞きました。徳三宝は、空襲のとき猛

火の中陣頭に立って多くの人々の救出に奮闘

するなか犠牲になったそうです。      （ＳＩ） 

 

第 1094回移動例会 4C ゴルフ 

 

 
優勝 堀口好治（鴻巣 RC）さん 

 

 

中島（ＪＣ）さん 

 

 

津田健三会員の組 

 

 

楽しそうな久保田有一さん 

 

 

 

個人スマイル 

竹内幾也会員…初参加させていただきました。これからもよろ

しくお願いします。 

井田喜代志会員…早退致します。 

スマイル 1  原口和久鴻巣市長、卓話よろしくお願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会

員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男

会員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・井上脩

士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・仁見惠美子会員・

小林玲子会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員・寺西修身会

員・成田志津子会員・細野潤一会員・石川和枝会員・木下純

一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 4日 

（水） 

第 1093回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

3月 11日 

（水） 
振替休会 

3月 18日 

（水） 

第 1094回移動例会 

4Cゴルフ 

3月 25日 

（水） 

第 1095回移動例会 

献血 

4月 1日 

（水） 

第 1096回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

4月 8日 

（水） 

第 1097回通常例会 

クラブフォーラム 

4月 15日 

（水） 

第 1098回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

決起大会 

4月 22日 

(水) 
第 1099回通常例会 

4月 25日 

（土） 

第 1100回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

4月 29日

（水） 
法定休会 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  寺西修身 

委 員 石川和枝 伊丹昌幸 田邊 聖 山口光男 


