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第1364回例会平成28年3月15日(火)発行(No･24号)

第1366回

2016年3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｢MyRotaryの登録の仕方について｣

クラブ広報委員会

第1367回

2016年3月29日(火)

点　鐘18:00

場　所　大宮料亭｢-の家｣

ソング

｢親睦夜間移動例会｣

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1364回･ 2016年3月8日(火)

司会　飯田晃生副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢我等の生業｣

ソングリーダー　吉村千秋会員

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

ご挨拶　㈱内田ビル会長　内田千代松様

財団学友会会長　関根　裕子様

委員会報告
地域奉仕プロジェクト委員会

山中重則委員長
クラブ運営管理委員会
中川泰次郎親睦活動担当委員長

ニコニコBOX　岡崎　渉委員

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　宮崎　康会員

卓　　話｢最近の埼玉県とさいたま市の
現状について｣
埼玉りそな銀行浦和中央支店

支店長　田中　洋様

点　　鐘13:30　町田信行会長
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3月も第2週となりました｡冬ごもりの虫が外に

出てくる｢啓塾｣も過ぎまして､三寒四温､段々と

春が近づいているようです｡

本日は､埼玉りそな銀行浦和中央支店支店長田中

洋様に卓話をお願いしました｡大変楽しみにしてお

ります｡よろしくお願い致します｡

財団学友会会長関根裕子様ようこそいらっしゃい

ました｡歓迎致します｡

内田ビル家主の内田千代松様､先日は御愁傷様で

ございました｡当クラブを代表して会葬させていた

だきました｡

さて､ 3月3日にさいたま中央ロータリークラブ

創立50周年記念ゴルフが開催されました｡当クラブ

からは12名が参加しましたが､大勢の参加にさいた

ま中央ロータリークラブの会長も感謝されていました｡

さて､東日本大震災の3.11が近づいておりますが､

3月2日に､中村元徳さんと東日本大震災の津波で

甚大な被害をうけた岩手県大槌町に行ってまいりま

した｡ 5年経ちますが､復興にはまだまだ時間がか

かるようです｡大槌の子供たちのために､学校に楽

器を寄贈しまして､その楽器で演奏してもらいました｡

生徒数も少なくなっているようです｡

我がクラブも4月の親睦旅行は､復興支援を兼ね

まして北茨城にしました｡六角堂も被害を受けまし

たがきれいに復元されていますので見学をして来た

いと思っております｡

東日本大震災被災地の早い復旧を祈念しています｡

また､日曜日には地元商店街の旅行で沼津と御殿

場に行って来ました｡大正天皇の2番目の御子様で

ある秩父宮様の住まいでありました秩父宮記念公園､

沼津の御用邸などを見学しましたが､皇族の方々は

戦争回避を望んでおられたということをうかがいま

して､皇族は国民の幸せを常に考えているというこ

とを改めて感じました｡

我々ロータリアンも､世界平和､地域奉仕などの

目的を見失わないようにしなければならないと思っ

ております｡
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プレゼントになろう

□3月3日開催されましたさいたま中央RCポリオ撲

滅チャリティゴルフの御礼状が届いております｡
｢皆様の心温まるご支援に感謝致します｣

□3/12(土)は移動奉仕例会｢見沼田んぼキレイきれ

い大作戦｣です｡ 3/22の振替です｡ 3/15は通常通り

例会があります｡

ロ当クラブ事務局があります内田ビル家主内田千代

松様のご令息がご逝去されました｡町田会長が参列｡

謹んでお悔やみ申し上げます｡

□2016学年度米山記念奨学生世話クラブに選定され

ました｡烏日宇さん､埼玉大学大学院､モンゴル自

治区､ 32才女性､ 4月より例会に来ます｡

カウンセラー斉藤忠治会員

埼玉りそな銀行浦和中央支店支店長　田中　洋様

財団学友会会長　関根裕子様

株式会社内田ピル
会長内田千代松様

(浦和RC)

長男が53才で逝去しました｡皆様にご会葬いただ
きありがとうございました｡健康に留意されまして､

日本の為に､ロータリーの為に､頑張っていただき

たいと思います｡
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埼玉りそな銀行
浦和中央支店

支店長　田中　洋様
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『最近の埼玉県とさいたま市の現状について』

(卓話要旨)

1.産業の3次産業化

埼玉県の産業構造が1980年代半ばから急激にサー

ビス産業化していることがわかります｡仮に人口が
一定とすると､埼玉県経済の盛衰は第3次産業の労

働生産性の伸びに大きく依存します｡

サービス産業の生産性向上が､今後の埼玉県経済
の伸長を大きく握っているということになります｡

この状況をさいたま市で見てみると､さいたま市

地域の名目GDPは4.3%と伸び率では本庄地区には及

びませんが､増加額では1,680億円と圧倒的な増加額

になっています｡

埼玉県の産業構造は1980年代半ばから急速に第3

次産業に移行して､その成長を支えてきました｡そ

の傾向は県南部に顕著であり､特にさいたま市地域

ではその傾向が強かった｡そして､リーマンショッ

クのような厳しい環境の時を通しても､成長を支え

た力強さを持っている､と言えます｡

2.倉庫等の集積

昨年10月に私が浦和中央支店に着任して､お客さ

まから受けるリクエストの中で大変特徴的な事象は､
｢さいたま市の周辺のエリアに流通拠点を設けたい

ので､適当な土地がないか?｣という照会がひっき

りなしにあることです｡

これは圏央道の全面開通により､東日本の流通拠

点として埼玉の利便が極めて高いということにより

ます｡その中でもさいたま市周辺は圏央道でどの方

面に行くにも便がよいことに加え､成田､羽田の空

港ともアクセスが良く､人口も集積していることから､

従業者も確保しやすく､物流拠点のニーズが極めて

高い地域となっています｡

3.住宅着工件数から読み取れること

直近のさいたま市全体の住宅着工件数は､バラツ

キがあり評価しづらい数値となっています｡しかし､
一戸建ての件数では､地域差はありますが､全体と

して堅調な推移をしています｡特徴的なことは一戸

建てが見沼区において好調です｡また､共同住宅(マ

ンション)では､浦和区に戸数が大きなものが建てら

れています｡

さいたま市地域は第3次産業を中心に継続的に産

業集積が進んでいる地域で､圏央道の全面開通や空

港へのアクセスの良さから､今後も東日本の物流中

継基地としての需要が高く企業進出の可能性も期待
できる｡そして､都心へのアクセスの向上により､

直近の新築住宅着工件数も安定的に推移しているなど､

人口増加が見込まれる要素にあふれていると言える

でしょう｡したがって､冒頭に申し上げたとおり､

埼玉県は県内総生産が全国5位で比較的優位な位置

にあり､さいたま市は県内でも地政学的条件にも恵

まれ､日本経済全体に飛躍的な成長が見込まれない

と仮定しても､堅調に成長することが見込まれる状

況にあると考えます｡

地域奉仕プロジェクト委員会
山中重則委員長

□3/12(土)は見沼田んぼキレイきれい大作戦です｡皆様の

ご参加をお願い致します｡ (白のジャンパーを着用下さい)

ロさいたま市立三宝小学校よりペットボトルキャップの回

収依頼があり､ 110kg回収しました｡ポリオワクチン110

人分になります｡
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クラブ運営管理委員会
中川泰次郎親睦活動委員長

第1367回｢親睦夜間移動例会｣のご案内

日時:平成28年3月29日(火)点鐘18:00

会場:大宮｢料亭-の家｣送迎バスご利用の方は､大宮駅

東口交番前に17:30集合下さい｡

財団学友会会長　関根裕子様

今日は内田さんが私の直接の上司である地区財団奨学･

平和フェロー･学友委員長ですので､その打合せのために

伺いました｡

私は､大学の非常勤講師をしておりまして､普段は早稲

田大学をはじめ5つの大学に通っていますので昼間は都内

に通っています｡冬休みや春休み夏休みなどの長期の休暇

中だけさいたま市に居ますので､普段のさいたま市の生括

をみることができます｡私の専門は､オーストリアのウィ
ーンですが､ウィーンについては詳しいのですが､さいた

ま市についてはよく知らないことに気がつきました｡

星野さんから埼玉学の研究会に来ないかと誘われまして､

明後日渋滞栄一記念館に勉強に行ってきます｡これからは

埼玉について勉強したいと思っております｡今後ともよろ

しくお願いします｡



内田千代松様　長男の葬儀に､貴クラブよりご丁重
なご厚志を賜り有難く厚くお礼申し上げます｡また､

ご多用中にも拘わりませず､町田会長様他多くの

方にご会葬戴き､家族一同感謝致し､有難うござ
いました｡

町田信行会長　皆様こんにちは!!埼玉りそな銀行浦和

中央支店支店長田中洋様本日の卓話よろしくお願
い致します｡関根裕子様ようこそ｡

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡本日の卓話､

埼玉りそな銀行浦和中央支店支店長田中洋様よろ
しくお願い致します｡内田様､関根様ようこそお

いで下さいました｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡本日の卓話｢銀

行から見たさいたま市の最新の話題について｣ ､

埼玉りそな銀行浦和中央支店支店長田中洋様よろ
しくお願い致します｡

上野拓也幹事　皆様こんにちは｡本日の卓話｢銀行

から見たさいたま市の最新の話題について｣ ､埼

玉りそな銀行浦和中央支店支店長田中洋様よろし
くお願い致します｡財団学友会会長関根裕子様よ
うこそおいで下さいました｡

宮崎　康会員　田中支店長､今日はありがとうござ
います｡いつもの様に明るく楽しい卓話をお願い

致します｡

大島雅文会員　誕生祝いの記念品を戴き､ありがと
うございました｡

熊野義治会員　本日の卓話､さいたま市の状況を知
るよい機会です｡楽しみに拝聴いたします｡

金子　努会員　陽気につられて庭の花も芽をふくら
ませています｡開花が楽しみです｡

内田康信会員　先日のゴルフ､皆様お疲れさまでした｡
ゴルフでは何も貰えなかったが､ゲームで大枚い

ただきありがとうございます｡埼玉りそな銀行浦

和中央支店支店長田中洋様卓話宜しくお願い致し
ます｡関根さんいつもお世話になります｡

斉藤忠治会員　埼玉りそな銀行浦和中央支店支店長

田中洋様本日はようこそ浦和北東クラブにおいで
下さいました｡本日の卓話よろしくお願い致します｡

富樫　孝会員　埼玉りそな銀行浦和中央支店支店長
田中洋様卓話楽しみにしておりました｡お忙しい

中ありがとうございます｡

石井孝一会員　埼玉りそな銀行浦和中央支店支店長

田中洋様本日の卓話宜しくお願い致します｡

ILl二非へのプレゼントになろう

お客様､内田様､関根様ようこそ｡

吉田律子会員　庭の白梅が静かに咲いて居ります｡

雨に洗われ､今日は暖かな一日になるとの事｡最

近は温故知新の言葉通り､日本の良き時代を再現
すべきとの自覚に人々も目覚めて､その方向に動
いて居ります｡医術の進歩を含め驚くことが多い

ですネ｡更に勉強しないと､と思いつつ､日々過

ごしております｡本日の田中支店長様のお話楽し

みです｡よろしくお願いします｡

宮坂秀樹会員　暖かくなって良かった｡最近､例会
でご飯おかわりできることを知りました｡

飯田晃生会員　皆様､ご無沙汰しております｡仕事
の関係でなかなか出席出来ずすみません｡埼玉り

そな銀行浦和中央支店支店長田中洋様､本日の卓

言古宜しくお願いします｡

清水敏夫会員　雨上がり地固まるかな?本日の卓話､

埼玉りそな銀行浦和中央支店支店長田中洋様よろ
しくお願いします｡

宇津野芳志男会員　先週は家族4人で3年ぶりに旅

行に行って来ました｡良い思い出づくりが出来ま
した｡

繰越金978,000円　本日61,000円　計1,039,000円

浅見　定会員

(3月24日)

(吉田律子会員
(3月15日)

□2016-17年度地区財団補助金管理セミ

ナーが2/19越谷コミニュティセンター

で開催されました｡

次年度横田会長･富樫国際奉仕委員長･

幹事清水出席｡

□2016-17年度第1回会長幹事会が2/26に開催されました｡

□2016-17年度会長エレクト研修セミナーが､ 3/4-5日ラ

フレさいたまで開催されました｡次年度横田会長出席｡

出席報告　　　　(第1365回例会は次号掲載)
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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　　　　　　　副会長

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹　　事

内田ビル3階〒330-0063　　　S A 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

熊野　義治

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳
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