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司会進行 石井英男 SAA 

 

国歌及びロータリーソング斉唱  

ロータリーソング 我らが生業 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 われらが誇り 
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鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 われらが誇り 

四つのテスト 田邊 聖 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

外来卓話 

埼玉県議会議員 中屋敷慎一 様 

委員会報告 

親睦 加藤 勉 委員長 

職業奉仕 松本安永 委員長 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

点鐘 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

「インスピレーションになろう」 

“BE  THE  INSPIRATION”  

第 1262回例会 2018年 10月 17日 

日 



2 / 8 

 
 

会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは。10 月、11

月とロータリー活動が頻繁に

有ります。会員皆様のご参加

宜しくお願いします。 

さて、先週土曜は鴻巣花火

大会のご参加有難うございま

した。推定 60万人の観客と 20,000発の打ち上

げ花火、ご家族、ご友人との楽しいひと時にな

ったと想像しています。私も宮内グループの席

でお客様と花火を鑑賞しました。 

今年は曇り空でしたが、適度に風が有り、花火

の煙も程度に晴れてなかなか見ごたえ有りまし

た。開催前の歌手のステージや鴻巣のマスコッ

トのひなちゃんのダンスもありお子様にも楽しい

時間を過ごせたと思います。 

日曜は北本で竹内先生が主催するピンクリボ

ンのボウリングトーナメントに参加しました。埼玉

を中心として各地から女子プロ 28 名とアマチュ

ア 112 名合計 140 名参加して盛大にチャリティ

ーができました。私の成績は３７位と準決勝には

進めませんでしたが、プロの集中力と技術の凄

さを目の前で見て、自分の技量はまだまだと感

じました。 

表彰式で竹内先生から乳がん検診の検診率

の低さと検診の大切さを教えてもらいました。日

本では毎年16,000名余の女性が乳がんで死亡

しています、なんと男性も930名同じガンで死亡

しています。日本の検診率は 20％程度に対し

欧米は 80％超えており、特に埼玉県の受診率

は16％と低く、定期的に検診して早期発見すれ

ば確実に完治できる病気です。しこりと解るまで

10年、CTやMRI、マンモ検査も有りますので是

非周りのご家族、ご友人、親類等に検査を受け

る様に勧めてください。 

ガンの治療法は色々有ります、外科的手術、

抗ガン剤等の化学療法、放射線治療、免疫療

法、一つではなく複数の治療法を用いてがん細

胞と戦い、根治を目指しますが万能ではないの

で、専門医と相談し、セカンドオピニオンも活用

して治療してください。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 地区職業奉仕セミナー 

パレスホテルにて開催 

(2) 10/17 例会後補助金での

陸上競技場放送設備改

修工事  例会終了後、

現地にて贈呈式 

(3) LYRA研修生 旭科学坂田有萌様 

(4) 鴻巣市商工会優良従業員表彰式開催協

賛依頼 

(5) 高校生海外研修派遣団に関しては鴻巣

RC と連携 

外来卓話 

埼玉県議会議員 

中屋敷愼一  様 

みなさんこんにちは。本日

は、このように皆様の前でお

話しさせて頂く機会を頂戴い

たしまして大変ありがとうござ

いました。 

おかげ様で今年度で県議

会議員を拝命してから 12 年の年月が過ぎようと

しています。これもひとえに皆様方のご支援が

あったればこそと心から感謝しております。 

さて、平成 30 年度で特筆すべき自分自身の

立場としては、埼玉県の監査委員を務めさせて

いただいております。既に県庁内の部局別監査

を終え、明日から地域機関の監査が始まります。

因みに、明日の最初の監査は、地元鴻巣警察

署です。選挙前なので、地元の警察の監査は

ご遠慮申し上げたいところでしたが、与えられた

職務故、これもしっかりと行わなければと気を引

き締めています。 

さて、4年前に自由民主党県議団に所属し一

番自慢したいことは、全国一の 28 本の議員提

案条例を制定してきているところです。29 年度
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には、埼玉県虐待禁止条例や埼玉県自転車の

安全な利用の促進に関する条例の一部を改正

する条例などが制定されました。その条例案を

検討するにあたり自分もそうした機会に積極的

に参画して参りました。そして、今年度も 3 つの

条例案の検討を進めています。今後もより良い

県民生活実現のためにアンテナを高く上げ、条

例案を検討していきたいと思っています。 

さて、平成30年度の当初予算案は1兆8,657

億 6 千万円で、埼玉県の予算規模至上 3 番目

に大きな予算が計上されています。その中で、

スマート社会へのシフトと地域の活性化を目指

して、AI・ロボットなど先端技術活用による生産

性の向上を図ったり、鶴ヶ島市にあった埼玉県

立農業大学校の跡地への成長産業の集積を目

指す自民党県議団の案を具体化したり、新たな

産業の育成と企業誘致の推進を進めていこうと

しています。企業誘致といえば、本市の箕田地

区にあるスーパービバホーム東側の 17 ヘクタ

ールの土地に埼玉県企業局が産業団地を造成

しようと今まさに調査をしている段階です。昨日

企業局の職員から「26 日にその件でご報告が

あります」と連絡がありました。私は思わず「間違

いなくいい知らせだよね？」と確認しましたところ

「いいお知らせです！」と返事がありましたので、

皆様方もご期待ください。いよいよ事業化となれ

ば次の課題は、どんな産業を誘導できるかが大

変大きな課題です。これについては、私も県議

会の立場から貴会の名誉会員でもある原口鴻

巣市長としっかりと連携をさせて頂き、地元に雇

用創出が出来る企業誘致に取り組んで行きた

いと考えています。 

次に少子高齢社会を迎えつつある本県にと

って、結婚・出産・子育ての切れ目のない支援

を充実させていくことも大きな課題です。結婚と

は極めて私的なことだと思いますが、男女の出

会いの場を作っていくこともその初めには必要

です。県では、市町村や企業などとの連携のも

とに、「SAITAMA 出会いサポートセンター」を

開設してその機会の創出のお手伝いをしていま

す。出産における支援としては、ウエルカムベイ

ビープロジェクトを展開していますが、中でも今

年度から新たに不育症検査費の助成を始めま

した。そして、子育ての部分では、本市は保育

所待機児童はゼロと伺っていますが、県全体を

見ればまだまだ待機児童対策は重要です。そ

して、私はこの待機児童対策は、認可保育所で

これを賄っていかないといけないと考えていま

す。また、育児休業を切り上げることなく保護者

が希望する時期に保育所などに入園できる、希

望時期入園制度の導入を支援します。こうして

ここまでお話しさせて頂くとなにやら子育て真っ

最中のお母さんたちに社会に出て働け働けと

言っているようですが、私自身は、せめて 3歳ぐ

らいまではお母さんとお子さんたちが離れずに

すむことこそ大切だと思っています。ようは、しっ

かりした制度をつくって子育てに没頭できること

や、社会に出ていくことを選べるような環境を整

えていくことこそ重要なのではないのでしょう

か。 

次に、来年 2019 年には、熊谷市を含む国内

12 会場で、ラグビーワールドカップが開催され

ます。先頃熊谷ラグビー場で開かれたワールド

カップ開催１年前イベントに参加して来ましたが、

熊谷ラグビー場は、本当に素晴らしいラグビー

場に生まれ変わりました。ここに世界 6か国の選

手や応援の皆さんをお迎えし、しっかりとした大

会が出来るよう努力していかなければなりませ

ん。また、その翌年には、東京オリンピック・パラ

リンピックが本県内でもバスケットボール、サッカ

ー、ゴルフ、射撃のオリンピック 4 競技とパラリン

ピック射撃が開催されますので、それに相応し

い準備も怠ることができません。とくに、ラグビー

ワールドカップについては、近くの熊谷開催と

いうこともありますので、皆様方も是非ともお出

かけ頂きたいと思います。 

さて、最後に地元への事業についてお話しさ

せて頂きます。 

先ず、駅通りの再開発の事業ですが、来年 7

月にはマンション棟の完成引き渡しとなるようで
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す。その時期に合わせ県道である駅通りの工事

がスムーズに進むよう北本県土整備事務所を

中心に全力で取り組んでもらうことになっていま

す。 

次に、現在工事中の宮地交差点ですが、本

来であれば先月中に完成していなければなら

なかったところですが、関連する電線の振り分

け工事の影響などから、今年度中との回答をい

ただいていますが、私からは一日でも早い完成

をお願いしたいとお伝えしています。 

さて、宮地交差点の改修が完了すればいよ

いよこのすぐ近くの鴻神社の交差点改修事業

へと移って来ます。これについても鴻神社脇の

市道部分の拡幅に遅れをとらぬようしっかり進

めて欲しいと伝えているところです。 

県議会議員 12 年目を迎え、今まで以上にど

こをどうノックすれば、どう答えてもらえるかという

ことも明確に理解できるようになりました。今後と

も地域の皆様方のご負託にしっかりとお応え出

来るよう努めてまいりたいと思っています。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

委員会報告 

親睦委員会 加藤 勉 委員長 

第三木曜会ゴルフコンペの件 

第3回大会を吉見、大麻生

ゴルフ場が取れなかったので

今回は妻沼ゴルフ場を予約

しました。3組しか取れず 12

名募集します。参加不参加を

問わず私のほうへ FAXをお

願い致します。 

職業奉仕委員会 松本安永 委員長 

来週の職場訪問例会につい

てご案内致します。当初の募集

時は 21 名の申し込みでしたが、

1 人増え、5 人のキャンセルで

最終確定人数は 17 名となりま

した。お手元にお配り致しまし

た行程表の通り、8時 40分鴻巣駅東口デイリー

ヤマザキ前集合 9 時出発の予定となっておりま

すのでよろしくお願い致します。 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 10月 17日 10月 13日 10月 10日 

 1260回 1261回 1260回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 34 36 34 

出 席 数 25 36 24 

欠 席 数 9  10 

例会出席率 73.53% 100.00% 70.69% 

Ｍ Ｕ 数 3  0 

合計出席数 28 36 24 

出 席 率 82.35% 100.00% 70.69% 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 
 

前回までの合計 254,392 円
本 日 の 合 計 25,000 円
次回繰越金合計 279,392 円  

 

 

 

 

 

 

 

会員スマイル １ 

中屋敷県議 卓話よろしくお願い致します。 

宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・馬場知行

会員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・

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・坂口正城会員・宮坂良介会員・田邊聖会

員・寺西会員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下

純一会員・松村豪一会員・朝見卓也会員・石井洙光会

員・久保 学会員・川邉城治会員・中島安啓会員・星野

光生会員 

地区補助金事業 

鴻巣市陸上競技場放送設備改修 

贈呈式 

2018年 10月 17日 午後 2時より 

場所：鴻巣市陸上競技場 
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第 1263回例会  2018年 10月 24日 

職場訪問例会   CAVE HATANO  長野県東御市新張 525－9 
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今後の活動予定 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 

11月 7日

（水） 

第 1264回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

11月 

10･11日 

(土･日） 

第 1265回移動例会 

地区大会 

浦和ロイヤルパインズホテル 

11月14日

（水） 
振替休会（地区大会） 

11月21日

（水） 

第 1266回移動例会 

献血 

鴻巣市総合福祉センター 

11月28日

（水） 

第 1267回移動例会 

夜間例会 

鴻巣市市民活動センター 

12月 5日

（水） 

第 1268回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話:医療関係者 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

12月12日

（水） 

第 1269回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

ホテルガーデンパレス熊谷 

17:30受付 18:00点鐘 

12月19日

（水） 

第 1270回通常例会 

外来卓話：鳥羽歯科医院  院

長 鳥羽千太郎様 


