
第1352回例会平成27年12月8日(火)発行(No･15号)

第1353回

2015年12月8日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

｢年次総会｣

次々年度会長承認の件

次年度理事役員承認の件

第1354回

2015年12月15日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢人材派遣の現状と未来｣

人材派遣会社パピヨン

代表取締役　七瀬玲子様

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1352回･ 2015年12月1日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー吉村千秋会員

四つのテスト･ロータリーの目的

大島雅文会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

米山奨学金の贈呈　町田信行会長

委員会報告
大島　雅文クラブ研修リーダー
中川泰次郎親睦活動担当委員長
大熊　勝巳クラブ広報委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会
清水敏夫出席担当委員長

卓話者紹介　金子　努クラブ運営管理委員長

卓　　話｢緑区区政全般について｣
さいたま市緑区　区長　岡村健司様

点　　鐘13:30　町田信行会長



JL三十産_

今年も最後の月となりました｡会長を拝命しまして6

ケ月目になります｡先生､坊さんも走ると云われる12月､

師走です｡皆さんもご多忙のことと思います｡

この12月は､その昔､明治時代に日本が太陰暦から

太陽暦に変更しましたが､その当時､明治新政府にはお

金がなく､年末の給料を削減するために､暦を太陰暦か

ら太陽暦に変更したと言われています｡明治6年12月

3日を明治7年1月1日としました｡ 12月の給料は3

日分で済んだわけです｡我々は月末の支払いが足りない

からと､暦を変更することもできませんし､自分の身を

切ってでも都合付けなければなりません｡国は消費税率

の引き上げ､年金額の減少など､施策を変更することに

よって都合を付けることができます｡自身の身を切る､

責任をとる覚悟で政治を行ってもらいたいものだと思い

ます｡

本日は､さいたま市緑区区長の岡村健司様に｢緑区の

区政｣について卓話をいただきます｡我がクラブは､緑

区区民まつりや見沼田んぼキレイきれい大作戦など緑区

に因んだ奉仕活動を行っておりますので､ご縁の深い緑

区の区政について､岡村区長よろしくお願いいたします｡

さて､ 12月はロ-タリーでは､疾病予防と治療月間

となっております｡ 2014年10月RI理事会は､重点分野

である｢疾病予防と治療月間｣である12月を､地域社

会の医療従事者の能力向上､伝染病の伝播を食い止め､

非伝染病とそれによる合併症を減らすための疾病予防プ

ログラム､地域社会の医療インフラの改善､疾病の蔓延

を防止することを目的とした地域住民への教育と地域動

員､疾病またはケガによって引き起こされる身体障害の

予防､疾病予防と治療に関連した仕事に従事することを

目指す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間と

しました｡

また､先週､柳国際奉仕委員長よりお話しがありまし

たように､来年5月26日から6月1日まで韓国ソウル

で国際大会が開催されます｡近い韓国での国際大会へ参

加してみてはいかがでしょうか｡

12月25日金曜日には､今年最後の例会｢クリスマス

家族例会｣を東京ステーションホテルで開催致します｡

改築されました東京駅の素晴らしいホテルです｡ご家族

の皆様にも楽しんでいただけると思っております｡

どうぞ皆さまお揃いでご出席くださいますようお願い

申し上げます｡

llf;yiへの

プレゼントになろう

□12月のロータリーレートは1ドル-120円です｡

□RLIパートⅢが､ 12月12日(土)､ 9:30より市民会館

大宮で開催されます｡横田会長エレクト､鈴木義男

会員､清水敏夫会員､幹事上野出席｡
□第2 G第5回会長幹事会が今回当クラブ担当で､
12月18日(金)､ 18:00より開催されます｡会長､幹事

出席｡

□2015-16年度米山奨学部門｢感謝の集い｣が､ 12

月23日(水)､ 13:00よりラフレさいたまで開催されます｡

町田会長､囲谷米山担当委員長､奨学生谷雨さん出席｡

ロライラ研修参加者募集再度のご案内が届いており
ます｡

口財団奨学生募集のご案内が届いております｡

ロフィリピン国際奉仕研修ツアーのご案内が届いて
おります｡当クラブは2/19-2/22までの2泊3日で

参加｡

□2018-19年度ガバナー候補者推薦のお願いについて｡

自薦･他薦可､幹事上野まで｡

ロ下期年会費引落日､ 1月5日(火)

□事務局年末年始休業､ 12/28-1/4迄｡

□地区役員推薦について､大熊勝巳会員(地区広報委

員会)が本日の理事会で承認されました｡

.･･'日日.総約･･:
■■.　.i

米山記念奨学生
谷　雨さん
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さいたま市緑区区長　岡村健司様

□昭和53年4月

□昭和60年4月

□平成2年4月

□平成7年4月

□平成13年5月

□平成15年4月

口平成19年4月

『経　歴』

浦和市入職

民生部福祉課　障害福祉係

教育委員会社会教育部

社会教育課社会教育係

教育委員会学校教育部

財務課施設係

企画部企画課　統計係

さいたま市浦和総合行政センター

障害者支援課　障害福祉係長

緑区役所健康福祉部

支援課副主幹

保健福祉局福祉部

障害福祉課長補佐

施設整備係長
□平成20年4月　保健福祉局福祉部障害福祉課長

口平成23年4月　西区役所健康福祉部長

□平成25年4月　緑区役所副区長

D平成27年4月　緑区役所区長

『平成27年度さいたま市緑区区長マニフェストについて』

今年度､第7代緑区長に就任いたしました岡村健

司でございます｡

緑区は､見沼田んぼに代表される自然環境に恵まれ

また多くの文化財があり､緑豊かな地域です｡特に

人口増加の著しい浦和美園駅周辺地区では､市の副

都心として｢スポーツ､健康､環境･エネルギー｣

をキーワードに新たなまちづくりを推進しております｡

縁区の人口は､ 11月1日現在11万9060人で､

区政施行時と比べまして､約1万6千人強の増加と

なっております｡

平成27年度　緑区マニフェスト

今年度のマニフェストでは､次の5つの主要事業

に取り組み､区民の皆様との協働により､住みよい

心のかよい合うまちづくりを進めてまいります｡

Rotary Be agift tD the world

① ｢郷土愛を育てるまちづくり｣では､区民まつり

をはじめ､各種イベント等を通し､区内外に緑区の

特性や魅力を積極的に発信してまいります｡

② ｢安全な住みよいまちづくり｣では､実践的な避

難場所運営訓練を実施し､防災意識の高揚を図って
まいります｡

③ ｢自然と共生するまちづくり｣では､見沼田んぼ

キレイきれい大作戦(清掃活動)などを実施し､自

然環境の保全に努めてまいります｡

④ ｢生活環境の整ったまちづくり｣では､ ｢LED

街路灯の設置｣や｢交通安全啓発活動｣等を実施し､

生活環境の整備を推進してまいります｡

⑤ ｢にぎわいのあるまちづくり｣では､東浦和駅前

のもみの木にイルミネーションをほどこし､周りに

はクリスマスや動物のオブジェを飾り､活気とにぎ

わいを創出してまいりますo　　　　　(卓話要旨)

会員組織委員会

大島雅文ロータリー情報担当委員長
クラブ研修リーダー

ゴルフ部会長

□第2回クラブ研修会を本日開催します｡手続き要覧､

クラブ年度計画書､友11月号を持参下さい｡

特に入会3年未満の会員は参加下さいますように｡
□北東マスターズを12/2開催します｡

クラブ運営管理委員会

中川泰次郎親睦担当委員長

□12月25日クリスマス家族例会再度のご案内

東京ステーションホテルは､雰囲気､料理も素晴ら
しいホテルです｡大抽選会で素敵なプレゼントも準

備しております｡皆様の御参加をお願いいたします｡
12/8迄に申込みをお願いしますo
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町田信行会長　緑区区長岡村健司様､区民まつりで

はお世話になりました｡本日の卓話よろしくお願

いします｡

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡先日､

RLIに参加致しました｡大変勉強になりました｡ぜ

ひ皆さんもご参加下さい｡本日の卓話､さいたま

市緑区区長岡村様､よろしくお願い致します｡谷

雨さんようこそ｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡さいたま市縁区

区長岡村健司様､本日の卓話よろしくお願いします｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢縁区区政全般について｣

さいたま市緑区区長岡村健司様宜しくお願い致し

ます｡

宮崎　康会員　来週の土曜日は十二日町､私の74才

の誕生日です｡もう健康寿命を3才もオーバーし

ます｡皆様､年寄りは大事にしましょう!

大島雅文会員　本日､ 17:30-第2回研修会､ 12/2

北東マスターズ｡出席･参加ありがとうございます｡

有益な時間にいたしましょう｡

星野和央会員　岡村区長さま､わが愛する緑区のた

めにご活躍を期待します｡

豊田愛祥会員　今日はじめて浦和駅北口を通ってみ

ました｡ツタヤとスタバの中を通るもので､ JRの

商売の上手いのにはピックリしました｡

熊野義治会員　本日は､岡村区長さんお忙しい処､

有難うございます｡卓話宜しくお願い申し上げます｡

金子　努会員　岡村区長､本日はご多用の処､卓話

でお出で下さいましてありがとうございます｡

篠原唯史会員　岡村健司緑区区長様いつも大変お世

話になっております｡豊田さん､昨日は大変よい

勉強が出来ました｡ありがとうございます｡第2

回クラブ研修会ご参加の皆様楽しんで下さい｡

囲谷昭吾会員　今日から師走ですね｡気象情報によ

れば12月は暖かい日が続くとのこと､生活上でも

大変助かりますね｡今日の卓話､緑区長の岡村健

司様､緑区政についてよろしくお願いします｡

石井孝一会員　緑区区長岡村健司様本日の卓話宜し

くお願い致します｡

鈴木義男会員　本日の卓話､緑区の区政全般について､

さいたま市緑区区長岡村健司様宜しくお願いします｡

llと非へのプレゼントになろう

吉村千秋会員　緑区区長､本日の卓話ありがとうご

ざいます｡

清水敏夫会員　こんにちは､師走に入りました｡岡

村健司様よろしくお願いします｡

宇津野芳志男会員　緑区区民として岡村健司様の卓

話楽しみにしております｡

岡崎　渉会員　国の地方創生事業では､地方の市町

村が大変なようです｡本日の卓話楽しみにしてい

ます｡

繰越金602,000円　本日39,000円　計641,000円

TIUlATl　大熊勝巳クラブ広報委員長

:I_ }･17

星野和央会員の記事が､読売新聞
に掲載されました｡星野会員の地

域愛､生き様が載っています｡

朝日･埼玉新聞にも同日掲載｡
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彩人傍
祉愚にr地域に根点しLJ木

を出版するということは'地蛾に生きる人々と1榛にものを考えること｣と掲げる｡煉玉という地域にこだわり'その歴史や文代人物に光を当て'41年5で約1ooo冊を送究印してきた｡

蒜玉は特徴がないと言わ

れるが'地水に目を向けていないだけ｡誇れるものはたくさんある｣と誇る｡
さいLJま市内の古い農家にまれ'蕪の竹林を走塁回

って育った｡墓後､東只で救兼arの笛集者になっLJ｡自宅は喪衰Uの典型的な｢埼玉都民｣だっLJO
IG54年'伯三重村(旧誓い

蓋区三塁生まれ｡撃珊

利巧明治大卒｡20G8年から弥土虫撃や大義らと共に'似内の筆立化考TIマにした遵椀藍｢撃毒･l晶くなど､地

謡に上品り範ac嫌しみは挿

攻の晩酌｡

さきたま出版会会長　星野和央さん81 (さいたま市緑区)

ところが35歳の時'小学校
のPE･.A滴助を始めて地元の変化に気づいた｡高婁成長時代の1969年のことだJo農村の風見はベッドタウンに変わっていた｡クラスの

義無外からの新住民で､

r些冗の歴史を術べよう｣という宿題が出ても'多くの親や子供が囲っていた｡
r地元に目を向けた太を作

りたい｣｡そう考えて会社を

r地域の本をiZBLIて地域コミュニティ
ーを育てたい｣と瞳す星野さん(さい

だ詐印材区のさきたま出版会で)

で'約1万5000郡が技は完売した｡
地元の本を地元の人が醗む

のか'異は不実だっLJ｡しかし'酢革から｢意外に知らないことが多かっだ｣　｢地元に関心を持てた｣などの反中が寄せられ'｢やっていける｣と自借を得た8
本の企画を考えると'博物

館の学芸員や教育委艮会の地点を斬ねて讐頼む｡たいていは｢未なんてさいたことがない｣と尻込みされるが'｢地域の記憶を洩したい｣と何度も足を苧川で脈える｡本ができると'今度墜ての人に次の企画の筆者を将介してもらう･--という具合に人脈を広げてきた｡

㌦L･::tf,.I.Jf.那.

と祐す｡
代表作は払年続く｢さきた

ま支弁｣シリーズだ｡さいたま市の大宮氷川神社や汎神

出席報告

地域に根ざし1 0 - 0冊出版

例会日 剔告� 偬����欠席 僵���出席免除 偬��越b�

普 免ﾂ�#B�47 �#��ll 迭�2 都R經RR�

冨 ��"���47 �#R�10 ����2 都r縱rR�

例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　　会長エレクト

TEL 048-827-1111　　　　　　　割合

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹

内田ビル3階〒330-0063　　　S A

長事A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


