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第1391回

2016年10月4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｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢縁区区政について｣

さいたま市緑区

区長　木村由美子様

第1392回

2016年10月11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｣

卓　話｢俳優一我が人生｣

俳優　赤塚真人様

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1389回･ 2016年9月20日(火)

司会　岡崎　渉副幹事

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢それでこそロータリー｣

ソングリーダー　吉村千秋会員

お客様紹介　岡崎　渉副幹事

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告　清水敏夫幹事

お客さま挨拶
地区青少年交換委員会
委員長村石政彦様　委員泉谷　聡様

さいたま中央RC

会　長田揮俊明様　幹事菊池文彦様

委員会報告　クラブ運営管理委員会
柳寿美恵親睦活動担当委員長

創立30周年記念実行委員会
篠原唯史委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

柳寿美恵親睦活動担当委員長

出席報告　米山記念奨学生　烏日学さん

卓話者紹介　大熊勝巳会員組織委員長

卓　　話｢さいたま市の観光政策について｣
(公社)さいたま観光国際協会
副会長　本田秋満様

点　　鐘13:30　横田　元会長
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9月18日にロシアで下院選挙が行われ､プ-チン大統

領率いる与党統一ロシアが圧勝し､議席を7割強獲得し

たと報道がございました｡又野党の不正がネットに拡散

されました｡

1945年終戦前後､武装解除した日本軍を満州で攻め

南樺太択提(えとろふ)色丹(しこたん)国後(くなし

り)歯舞(はばまい)を奪い､島民を虐殺殺致しレイプ

を行い60万人にも及ぶ日本兵をシベリアに抑留したと

言う思いが記憶に皆さんも有ると思いますが､それはあ

くまでも崩壊前のソ連で有った事も事実です｡

最近海外メディアや日本のメディアがプーチンバッシ

ング一色を見て疑問に感じる様に成りました｡世界のメ

ディアに嫌われているプーチンさんが何で80%～90%

の国民支持率が有りあれだけ愛されているのか､不思議

でしたので､現代のロシアに関心を持ち､ちょっと調べ

て見ました｡

2011年3月は私達日本人に取って大変不幸な事件､東

日本大震災が起こった年です｡この年はフイギアスケー

ト世界選手権大会が日本で行われる予定でしたが､開催

が困難に成った時に救いの手を差し伸べてくれたのが

プーチンさんでした. 1カ月遅れでの開催でしたが､急

速1カ月の準備期間にも関わらず大変素晴らしい大会だ

った様です｡この時のプ-チン大統嶺の配慮で日本のゴ
ールデンタイムに合わせた開会式を行ってくれましたが､

日本のメディアは　断片にしか報道してません｡

プーチンさんの開会の挨拶をご紹介致します｡
｢この大会は日本で行われるはずでしたが｡大きな災害

に見舞われてしまいましたQ地震､津波､そして原子力

施設への事故です｡原子力施設の災害と言うものがいか

に凄まじいものかは､ここロシアの我々ほど知る人は有

りません｡日本国民､政府がこの険しい道のりを勇敢に

進んで､すべての問題を解決してくれる事を信じていま

す｡日本では残念ながら開催する事が出来ませんから､

この大会を行う為､モスクワが名乗りを上げました｡こ

の大会が極めて高いレベルで開催されるよう我々ができ

る事を全て行います｣と続きますが非常に感動したスピ
ーチでした｡

世界中のメディアが批判しているプーチンさん本当に

世界を脅かす存在なのでしょうか?アメリカが善でロシ

アが悪なのでしょうか､もう少し経つと見えてくるかも

しれなせん.我が国も1 2月にプーチンさんが来日する

そうですが､お互いにウイン･ウインの関係で有るよう

願っています｡

□9/27の例会は､割烹｢千代田｣での夜間例会になり

ます｡ 18:00点鐘､皆様のご出席をお願い致します｡

ロフィリピン国際奉仕事業の記事が9/20の埼玉新聞に

掲載されています｡ご覧下さい｡

ロ9月のロータリーレートは､ 1ドル-102円｡

地区青少年交換委員会委員長村石政彦様(川口東RC)
〝　　　委　員　泉谷　聡様(浦和RC)

さいたま中央ロータリークラブ会長　田揮俊明様
〝　　　　　　　幹事　菊池文彦様

(公社)さいたま観光国際協会副会長　本田秋満様　　′ヽ

埼玉新聞社　クロスメディア局　　　桜井勇太様

埼玉新聞社クロスメディア局

企画営業部　桜井勇大様



END POuO NOW

(公社)さいたま観光国際協会

句　副会長本田秋満様
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『さいたま市の観光政策について』要旨

平成27年国勢調査によると､日本の人口は1億2711

万人｡ 5年前に比べて､ 94万4千人の減少｡これは大

正9年の調査開始以来初めてのことというより､有史以

来ほとんどなかったことですo

市町村で見ますと､さいたま市は3.4%増えています｡

さいたま市で一番増加したのが浦和区で6.6%増､緑区

5.9%増､大宮区5.3%Z峰､ 10区の中で減少しているの

は岩槻区｡今後10年位はさいたま市は人口が少しづつ

増えるが､その後は減っていく｡

2016年の訪日旅行者の消費額は3兆4771億円､一人

当たり17万6000円ほど使ったことになります｡日本人

の国内旅行で20兆4090億円使っている｡定住人口が1

人減少すると125万円消費が減るのだから､これを補う

には外国人なら7人ちょっと来てくれればいいわけです｡

2000万人近くの外国人がどこに行っているかというと､
一昨年のデータでは､東京に51.4%､大阪27.9%､京都

21.9%､神奈川12.3%､千葉1.7%､埼玉県はなんと1.8

%しか来ていないのです｡

今や､観光の中心は物見遊山的観光から参加･体験型

にその重点が移っています｡団体旅行から個人旅行へ｡

地域資源の価値を如何に高めていくか､都市の個性･歴

史･文化を生かし､地域資源の価値を高めるプランディ
′~＼　ングが需要になります｡

私たちが住んでいるこの地域にある｢見沼田んぼ｣東

京からわずか20キロから30キロ圏内に1260haという広

大な面積を持つ貴重な緑地空間｡東浦和駅の目の前､大

宮､新都心駅からも2,3キロ｣という近さ｡

さいたま市には盆栽があります｡盆栽BONSAIは日本

を代表する伝統文化として世界中に広まっており､その

愛好家たちの聖地がさいたま市なのです｡さいたま市に

は盆栽町という地名があります｡通称､盆栽村です｡こ

こには6つの盆栽園とさいたま市が作った公立の盆栽美

術館があります｡弟子入りする外国人も増え､海外でも

愛好家が集まります｡世界大会も4年に一度行われてい

ます｡ 1989年には当時の大宮市で開催されました｡

さいたま市は交通の要所､金沢まで北陸新幹線が､函

館まで北海道新幹線が開通｡東日本の玄関口という特性

を生かし､新幹線で繋がる東日本との連携を深め､自治

体に呼びかけ､昨年､東日本創生連携フォーラムを開催

し､広域連携をして行きます｡

地区青少年交換委員会

委員長　村石政彦様

(川口東RC)

委　員　泉谷　聡様

(浦和RC)

本日は､青少年交換の説明とお願いに伺いました｡

全国で34地区ありますが､ 2770地区は背少年交換プロ

グラムではダントツの派遣･受入れの実績を有しており

ます｡毎年20名前後の学生を外国に派遣し､ 20名前後

の学生を受入れています｡今年度も18名の学生が各国

に派遣されました｡それを返して､外国からも18名の

学生が2770地区に来日しております｡また､来年の8

月より派遣される学生の説明会､選考試験等が終わりま

して､ 22名の学生のオリエンテーションを開いている

ところであります｡

このプログラムを実行するためには欠かせないものが

あります｡それはスポンサークラブでして､各クラブに

ご協力いただかなければこのプログラムを実行できない

のが現状です.試験の前にスポンサークラブが決まって

いるのが本来の姿でありますが､ここ数年は三分の一位

の学生はスポンサークラブが決まらないまま受験される

のが現状です｡

浦和北東さんにスポンサークラブになって頂きたい学

生が矢島さんです｡大変優秀な学生で試験もトップのほ

うで合格されました｡クラブにとりまして良き思い出と

なうことは間違いないと信じております｡

篠原唯史
創立30周年記念実行委員長

先週火曜日に第1回の実行委員会を開催いたしました｡

第2回は10/11に当ホテル5階で開催致しますので担当各

位のご出席をお願いします｡今週の金曜日から会長の後ろ

をついて､各クラブを回ります.まずは､親クラブである

浦和ロータリークラブに表敬訪問するにあたり､実行委員

会も一緒に行きます｡



さいたま中央RC会長田滞俊明様　伝統ある浦和北東ロ
ータリークラブを訪問させていただきます｡色々学ば

せていただきます｡

さいたま中央RC幹事菊池文彦様

お世話になります｡ 2016-2017年度幹事の菊池と申

します｡本日は会長とご挨拶に伺いました｡どうぞよ

ろしくお願いいたします｡

地区青少年交換委員会委員泉谷聡様

浦和RCの泉谷です｡久しぶりにおじゃましました｡

今日は地区委員として参りました｡よろしくお願いし

ます｡

横田　元会長

皆様こんにちは｡本日の卓話､さいたま観光国際協会

副会長本田秋満様よろしくお願い致します｡青少年交

換委員会委員長村石様､泉谷様ようこそ｡さいたま中

央ロータリークラブ会長田滞様､幹事菊池様ようこそ

おいでくださいました｡埼玉新聞社桜井様お骨折りあ

りがとうございました｡上野さんありがとうございま

した｡

鈴木義男会長エレクト　本日の卓話｢さいたま市の観光

政策について｣ ､さいたま観光国際協会副会長本田秋

満様どうぞ宜しくお願いします｡青少年交換委員会委

員長村石政彦様､委員泉谷聡様､さいたま中央RC会

長田揮様､幹事菊池ようこそ｡

清水敏夫幹事　さいたま市観光国際協会副会長本田様､

卓話よろしくお願いします｡さいたま中央RC会長､

幹事様ようこそ｡

星野和央会員　本田副会長､さいたま市のまちおこしの

ためのご努力､敬意を表しますo　田滞会長ようこそい

らっしゃいました｡

金子　努会員　こんにちは｡

篠原唯史会員　多くのお客様ようこそ｡歓迎申し上げま

す｡田揮先生いつもお世話になります｡泉谷さんよう

こそ!!

浅見　定会員　皆様こんにちはo　本日の卓話さいたま観

光国際協会副会長本田秋満様よろしくお願い致します｡

内田康信会員　さいたま観光国際協会副会長本田秋満様､

本日の卓話宜しくお願いします｡さいたま中央RC田

揮会長､菊池幹事いつもお世話になります｡村石青少

年交換委員長､泉谷委員本日はありがとうございます｡

囲谷昭吾会員　昨日から秋の彼岸､親戚､関係先が多い
ので､初日の午後から近隣のみ五件､墓に参りました｡

毎､日のことですが大変ですよ｡その上､台風16号が

近づいて､今晩より大雨が予想され不気味ですね｡今

日の卓話､さいたま観光国際協会副会長の本田秋満様

よろしくお願いします｡又､お客様ようこそおいで下

さいました｡

石井孝一会員　さいたま観光国際協会副会長本田秋満様､

本日の卓話宜しくお願い致します｡ 9月27日､夜間例

会宜しくお願い申し上げます｡

富樫　孝会員　本日の卓話､さいたま観光国際協会副会

長本田秋満様宜しくお願い致します｡さいたま中央RC

会長田揮俊明様､幹事菊池文彦様､青少年交換委員会

委員長村石政彦様､委員泉谷聡様､埼玉新聞社桜井様

ありがとうございます｡

上野拓也会員　本日の卓話｢さいたま市の観光政策につ

いて｣ ､公益財団法人さいたま観光国際協会副会長本

田秋満様よろしくお願い致します｡埼玉新聞社桜井様､

フィリピン国際奉仕活動についての記事を本日新聞に

掲載いただきありがとうございました｡感謝いたします｡

吉田律子会員　皆様今日は!本日は(公社)さいたま観光　′′ヽ

国際協会本田様の卓話を伺います｡私も会員の中の一

名でございます｡よろしくお願いいたします｡この頃､

時間のある時に､この年になって､家事に専念して居

ります｡働く時間を主にしていましたので､最近家中

がピカピカ､何と捨てる衣類の多い事､ピックリです｡

宮坂秀樹会員　最近､雨の目が多く､気が重いです｡

岡崎　渉会員　こんにちは｡またまた台風です｡青空が

恋しくなってきました｡

繰越金379,000円　本日36,000円　計415,000円

クラブ運営管理委員会
¢　柳寿美恵親睦活動担当委員長

夜間例会のご案内､ 9/27　割烹｢千代田｣にて夜間

例会を開催いたします｡元宝塚歌劇団の方々のアトラク

ションがあります｡皆様のご出席をお願い致します｡

(第1390回は次号掲載)
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1 1 1 1

会1%=る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3
口191)一　　　　内田ビル3階〒330-0063

TEL O48181 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野崎横鈴斉清星岡森
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