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例会開始前の握手会 

司会進行 小畑正勝 SAA 

 

ロータリーソング斉唱  

ロータリーソング 奉仕の理想 

鴻巣水曜ロータリー賛歌 われらが誇り 

 

ロータリーの目的・四つのテスト 

 松村豪一 会員 

 

 

例 会 次 第 

司会 小畑正勝 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

ロータリーソング 奉仕の理想 

鴻巣水曜ロータリー賛歌 われらが誇り 

四つのテスト 松村豪一会員 

お客様紹介 柿沼洋一会長 

会長挨拶 柿沼洋一会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング 山口光男委員長長 

25周年実行委員会 松本安永実行委員長 

  〃  記念誌部会 寺西修身部会長 

小林玲子さんを励ます 宮城 仁会員 

外来卓話 鴻巣市長 原口和久様 

出席報告 山口光男委員長 

スマイル報告 寺西修身副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

皆さんこんにちは。原口市

長におかれましては大変にお

忙しい中お越し頂き、誠にあ

りがとうございます。4月 29日

の「第 24回ふれあい鴻巣ウオ

ーキング」、5月 17日の「創立

25周年記念式典」へのご臨席を宜しくお願い致

します。 

原口市長との思い出というと、20 年以上前の

話になると思いますが数年続けて 4 月になると

鯉のぼりを上げるための旗竿を鳶の頭の手伝い

で伺ったことと、立派なご自宅をリフォームしたと

きに JC の先輩で建築士の山本さんに声を掛け

られ見せて頂いたことです。古民家風の素敵な

お住まいでした。一昨年の会員旅行五所川原

の立佞武多祭りの時に行った弘前城と同じよう

に市長の家も曳前屋（曳きや）さんに引いてもら

い、移築をしていたことを思い出します。 

曳きやの技術は素晴らしく、この日本の技術

をもってすればイタリアの『ピサの斜塔』高さ

55.86ｍ、重量 14、453ｔもそのまま移動できるそ

うです。ビックリです。 

話を少し変えますが、以前にも少し話しました

が 2015 年 12 月 2 日の野村総研とオックスフォ

ード大学の共同研究によるレポートが公表され、

日本国内の 601の業種について AI（人工知能）

やロボットなどで代替できる確率を試算すると、

今後 10～20 年後に日本の労働人口の 49％が

ついている職業において「代替可能」との結果

が出たそうです。製造業の工員だけでなく、多く

の事務職、サービス業従事者の業務までもが可

能だそうです。先ほど述べた「曳家」の経験に裏

打ちされるような特殊な技術が無ければ生き残

ることが難しい未来がそこまで来ているようで

す。 

また最近第 4次産業革命という言葉を聞くよう

になりました。いろいろな区分の仕方があります

が 

・第一次産業革命 1760年代～1830年代までイ

ギリスではじまった。 

軽工業を中心とする頃、蒸気機関の発明に始

まる。 

・第二次産業革命は 1865 年～1900 年頃の化

学、電機、石油、鉄鋼などの重工業の技術革

新が進んだ時代。 

・第三次産業革命は原子力エネルギーを利用

した現代。あるいは IT の出現による技術革新

という見方もあるようです。 

・第四次産業革命は 2015年以降の AI（人工知

能）の技術革新に伴う新しい技術の進歩時

代。 

大変大きな社会変化がうねり始めているようで

す。これがチャンスなのか危機なのか判断がつ

きませんが足元を見ながら踊らされずに、前向

きに仕事に取り組みたいと思います。  

もう一つ業界の理事会で出た話です。最近の

「月間住職」という雑誌の記事です。「墓じまい」

について地方ではお墓の守り手が居なくなりつ

つあるようで、お墓の維持が難しくなり、お寺（檀

那寺）から檀家を抜けるときに専門業者が介在

するようになった、という記事でした。人と人のつ

ながりが薄れていくようで寂しく感じました。人と

人が直接かかわりあって社会が形成されるはず

ですし、ご先祖様がいらっしゃって自分が存在

する。一度振り返り考えなおす良い機会だと感

じた記事でした。もうすぐ春のお彼岸です。ご先

祖様のお墓参りにぜひ行ってください。 

本日も宜しくお願い致します。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 入会申し込みのありました

石井洙光氏について会員

の皆さまにご意見をお伺い

したところ、昨日までに異議

申し立てがありませんでした

ので、正式に入会が承認さ

れましたことをご報告いたします。4月 1日から

の入会となります。 

2. 3月 3日（金）第 9回 25周年実行委員会が
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市民活動センターで 18 時 30 分から開催され

ました。 

3. 3月 11日（土）、18日（土）の二日間、8時 30

分より 25 周年記念事業としてふるさとの杜に

おいて、植樹木にネームプレートの取り付け作

業を行います。皆さまのご協力をお願いいたし

ます。 

4. 3 月 13 日（月）第 24 回ふれあい鴻巣ウォー

キングの第 5 回総務部会が 18 時 30 分より和

風レストランときで開催されます。同日、2017

－18年度第 1回会長幹事会が桶川の松月に

おいて開催されます。坂口会長エレクトと私、

田邊で参加してまいります。 

5. 3 月 15 日(水)の例会は 16 日（木）に変更に

なっています。また 16 日(木)は移動例会、第

24 回ふれあい鴻巣ウォーキングの全体会議と

なります。18 時 30 分から鴻巣市福祉センター

での開催となります。 

6. 3月 22日（水）は移動例会、献血例会です。

12時～16時、鴻巣市福祉センターでの開催と

なります。また献血例会に先立って 10時より第

24回ふれあい鴻巣ウォーキングの案内状の発

送作業を行います。 

7. 来週 14日より第 24回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングのキャラバンが始まります。担当の方にお

かれましては日程等間違えのないようお願い

いたします。 

委員会報告    

ふれあい鴻巣ウォーキング 

 山口光男 委員長 

3月 15日から市の広報誌に

大会開催の案内が掲載されま

す。皆様には参加者を集めて

いただきますよう、よろしくお願

いします。 

3 月 16 日（木） 18：00 から 

全体会議 総合福祉センター 

3 月 13 日（月） 18：30 から 実行委員会 と

きさんで行います。 

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

本日資料として 25 周年式

典次第と実行委員会組織図を

お配りさせていただきました。 

また、式典の一週間前 5 月

10 日（水）例会の終わった後

の 6 時過ぎからクレアこうのす

小ホールにおいてリハーサルを行いますので参

加をお願いいたします。 

25周年実行委員会 寺西修身 記念誌部会長 

3月末までに各事業所の案

内、奉仕活動の紹介を A4 サ

イズ半分でまとめて提出願い

ます（各自）。 

25 周年事業で展示する写

真等、多く出して下さい。 

小林玲子さんを励ます提案 宮城 仁 会員 

発起人を通じ皆様にご連絡

申し上げた通り、小林玲子様

に厚い心のお手紙を 100 字か

ら 400 字にて事務局石井様ま

で提出願います。奥様方の中

でも、ご賛同下さる方がありま

したら 1文事務局まで。締切は、3月 20日位に

て！出来ましたらメールにてお願いします。 

尚、見舞金は 1,000 円は事務局にて集金さ

せて頂きます。 
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外来卓話  

鴻巣市市長 原口和久 様 

1．平成 29年度 施政方針 

第 6次鴻巣市総合振興計

画（平成29年度～10年間）

の将来都市像「花かおり 

緑あふれ 人輝くまち こ

うのす」の実現に向けたス

タートの年 

2．平成 29年度 一般会計予算規模 

351億 5,000万円 

平成 28 年度と比較すると、額にして 4 億

6,200 万円、率にして 1.3％の増となっており

ます。平成 29 年度予算では、多種・多様化

する市民ニーズを的確に把握し、事業の緊

急性、必要性、重要度等を精査した上で事

業の重点化を図ることを基本とし、喫緊の課

題である人口減少対策のための、定住促進

に係わる事業の推進や、子育て支援等の環

境整備等の新規事業を積極的に取り組んで

いきます。 

3．鴻巣市の人口（平成 29年 1月 1日現在） 

◎総人口  

119,041人（前年同月比－151人） 

（H28 転入超過 98人） 

年少人口（0～14歳） 

14,042人（前年同月比－212人） 

生産年齢人口（15～64歳） 

72,841人（前年同月比－1,011人） 

老年人口（65歳以上） 

32,158人（前年同月比＋1,072人） 

（75歳以上） 

13,698人（前年同月比＋826人） 

※高齢化率 27.01％（前年比＋0.93％） 

住民基本台帳人口移動報告によると、本市

は、平成 27年が 100人、平成 28年は 98人

の転入超過となっています。平成 27年の 0～

14 歳の本市の転入超過者数は県内市の中

でも上から 6番目と高い結果となっています。

平成 28年の転入超過の年齢を分析しても、0

歳から 9 歳までが 119 人、30 歳から 54 歳ま

でが 108 人と転入が上回っており、子育て世

代の親子の転入が多いことが特徴となってい

ます。 

4．第 6次鴻巣市総合振興計画の 6つの政策に

基づく平成 29年度の主な事業 

（政策 1）安全・安心に暮らせるまちづくり 

①新ごみ処理施設整備事業の推進（鴻巣行

田北本環境資源組合） 

環境影響評価業務や施設整備及び運営

に係る事業者選定業務を行うとともに、新し

く立ち上げられた鴻巣行田北本環境資源

組合ごみ処理施設運営協議会と周辺環境

整備及び余熱利用施設に関する協議を進

めていきます。 

（政策 2）いきいきと健康で充実した生活を過ご

せるまちづくり 

①健康ウォーキングポイント事業の拡大（定

員 2,500人） 

昨年 11 月にウォーキングマップ「歩鴻マッ

プ」を作成しました。健康ウォーキングポイ

ント事業は定員をさらに 500名増やし 2,500

名規模とするとともに、引き続きふるさと総

合緑道を利用したウォーキングイベントも開

催します。 

②総合病院誘致 

総合病院の誘致については、平成 28 年 9

月に設置の「鴻巣市地域医療体制整備基

金」を通じた計画的な基金積立を図るととも

に、平成 30 年度を初年度とする埼玉県の

第７次地域保健医療計画の策定状況等に

ついて注視しつつ、引き続き誘致に向けた

取組を進めていきます。 

（3）子どもから大人まで、生涯にわたる学びと文

化が根付くまちづくり 

①小学 3、4年生の算数における学習の充実

（学力向上支援員の配置） 

小学校児童の学力向上を目指し、特に小

学 3、4 年生の算数における学習の充実を

図るため、新たに「学力向上支援員」8 名を
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教育支援センターに配置し、各学校の実情

に応じて派遣します。 

②中学 3年生にインフルエンザ予防接種費用

の助成 

インフルエンザの流行する時期が高校受験

と重なり、特に体調管理に留意する必要が

ある中学 3 年生を対象に、インフルエンザ

予防接種費用を上限 4,000円として助成 

（4）住みたい・住んでよかったと思える快適なま

ちづくり 

➀三谷橋大間線（2 期工事）整備事業の推進

（17号交差点から 100ｍ工事） 

用地買収、物件補償のほか、国道17号宮地

交差点より約 100ｍの区間において道路改

良工事を実施します。 

②鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発事業

への支援（建築工事着手） 

この 3月中に権利変換計画認可を取得し、4

月から建築工事に着手予定となっております。

平成 29 年度は建築工事のほか、工事監理

業務、補償業務等について支援を行い、中

心市街地の活性化による定住促進・人口増

加を図ります。 

③コウノトリの里づくり事業の推進（農業助成金

創設） 

人にも生きものにもやさしい自然環境づくり

に向け、新たに「コウノトリの里づくり農業助

成金」を創設し関係者の組織化を推進します。

また、減農薬・減化学肥料で栽培された「こう

のとり伝説米」を新たに 3 歳児健診で配布す

るほか、学校給食への活用を年 4 回から年

11回に拡大します。 

（5）賑わいと活力と魅力を創出できるまちづくり 

➀道の駅整備事業の推進（基本計画策定） 

国との一体型整備に向け、基本構想をベー

スとして、より具体化した「道の駅基本計画」

の策定を平成 29年度及び 30年度の 2か年

で実施します。 

（6）市民協働による一人一人が主役のまちづく

り 

➀住民票等のコンビニ交付開始 

住民サービスの向上と窓口事務の効率化、

マイナンバーカードの普及促進を図るため、

コンビニ交付システムを構築し、平成 29 年

10 月から住民票の写し等の証明書の交付を

開始する予定です。 

今後の市政運営は、人口減少の抑制、人口

減少社会への適応という、これまでに経験したこ

とのない大きな課題への対応が求められます。 

私は、この課題に立ち向かうため、これまで

のまちづくりの成果を土台として、平成 29 年度

からの 10年間を計画期間とする「第 6次鴻巣市

総合振興計画」に基づき、「健康なまちづくり」の

推進に引き続き全力で取り組むとともに、若者

の定住促進や子育て支援等の環境整備に一層

力を入れていきたいと考えておりますので、皆さ

んには、変わらぬご支援、ご協力を賜りたくお願

い申し上げます。 
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出席報告           山口光男 委員長 

 

 

スマイル報告  寺西修身 副 SAA 

 

 

前回までの合計 570,943 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 592,943 円  
 

 

 

  

 

 

 本日 修正 

 3月 8日 3月 1日 2月 21日 

 1185回 1184回 1183回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 21 23  

欠 席 数 10 8  

例会出席率 67.74% 74.19% % 

Ｍ Ｕ 数 3 1  

合計出席数 24 24  

出 席 率 77.42% 77.42% 100.00% 

個人スマイル 

 間室照雄会員…3月 11日ふるさとの杜の名札付けの準

備をします。大勢のご協力をお願いします。 

 大澤二三夫会員…常光小学校トイレ改修工事受注しま

した。 

スマイル 1  原口和久鴻巣市長様ようこそ鴻巣水曜 RC

にお越し下さいました。ご指導宜しくお願い

します。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉

会員・寺澤銀三会員・山口光男会員・松本安永会員・井

上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋

一会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・

細野潤一会員・木下純一会員・青木日出光会員・宮内た

けし会員・松村豪一会員・朝見卓也会員 

第 1186回 移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング全大会 

平成 29年 3月 16日（木） 

鴻巣市総合福祉センター 
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（別室において） 

ふれあい鴻巣ウォーキング準備作業 

創立 25周年記念事業 

ふるさとの杜銘板取付工事 

平成 29年 3月 18日（土） 

上谷総合運動公園 ふるさとの杜 

第 1187回 移動例会 

献 血 例 会 

平成 29年 3月 22日（水） 

鴻巣市総合福祉センター 



8 / 8 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 

3月 29日

（水） 

第 1188回通常例会 

会員卓話 

 ロータリービジョン 

4月 5日

（水） 

第 1189回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

4月 12日

（水） 
第 1191回の振替休会 

4月 19日

（水） 

第 1190回通常例会 

次年度会長所信 

4月 20日

（木） 

第 1191回通常例会 

第 24回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング 決起大会 

鴻巣市総合福祉センター 

午後 6時 30分 開会 

4月 26日

（水） 
の振替休会 

4月 29日

（水） 

第 1192回移動例会 

第 24回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング大会 

鴻巣市陸上競技場主会場 

5月 3日

（水） 
法定休会 

5月 10日

（水） 

第 1193回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

5月 17日

（水） 

第 1194回移動例会 

創立 25周年記念式典 

クレアこうのす 


