会長：夢川善裕

幹事：服部智也

例会日：木曜日 12:30～13:3０（夜間例会 18:00～） 例会場：三高サロン
事務局：〒346-0003 久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F

本日のお客様紹介

ようこそ久喜ロータリークラブへ
久喜市議会議員 貴志信智様
米山記念奨学生 葉翰霖 君

会長挨拶：夢川 会長
皆さんこんにちは。前回

そして、毎年繰り返し行っているこの事業を通じて、世界で

の例会では、久喜北陽

活躍する多くの青年が育ってくれることを望んでいます。私も当

高校インターアクトクラブ

然、米山と財団ポリオの寄付は終わっています。今予定していた

顧問の田中先生、3 月

メンバーの方の寄付状況を確認中ですが、これが終れば、久喜

に韓国に研修生として行

クラブは、中川ガバナー年度のノルマはすべて達成という事になり

かれた野本さん、交換留

ます。みなさまありがとうございます。

学生のロバート、シトラ
リ、米山奨学生の葉君が来てくれました。
皆さんご存知の通り、米山奨学生は米山梅吉財団のお金を

ロータリーは、世界につながる奉仕と友情の精神で、地域に
貢献する青少年活動や街づくりをしています。
本日は、久喜市議会議員のとりをとって久喜地区の議員 の

もらって、アルバイトをしないで勉学に打ち込めるよう生活費を援

貴志信智議員にお越しいただきました。貴志議員は、若くして

助しています。高校生の交換留学生はお互いのロータリークラブ

立候補され今回 2 期目になりますが、どちらも素晴らしい得票

同士で生徒の交換をしています。年間 120 万程をロータリーク

を得てトップ当選をされた議員さんです。

ラブでもち、子供たちを責任もってお預かりしています。北陽高

私どものメンバーからもリクエストの多かった議員さんですので、本

校は、インターアクトクラブと久喜ロータリークラブとのお付き合い

日の卓話よろしくお願い致します。

ですが、活動のための助成金や高校生への負担金も援助して

さて、今年度の会長の仕事も来月、ロバートとシトラリのお見送

います。

り、2770 地区出向者と役員、会長、幹事の打上げパーティー

まもなく、ロバートとシトラリも帰国し、日本から去年アメリカとメ
キシコに行った高校生が帰ってきますが、彼らのそれぞれの国で

のみとなりました。
クラブでは、ゴミゼロ&親睦旅行と最終例会およびゴルフコンペ

学校に通いながら過ごした 1 年間は、人生でかけがえのない経

を楽しくやりたいと思います。いまからでも参加ＯＫですので、よ

験になったことと思います。

ろしくお願いいたします。

米山奨学生

葉 翰霖さん

また、研究室に実験をやっていますが、今週の火曜日に研究室

皆様、こんにちは、葉 翰霖（ヨウ

を終わってから、東京ドームで野球を観戦に行きました。尾崎様

カンリン）と申します。最近の状況は

からのチケットをいただき、誠にありがとうございます。本当に嬉し

皆様にご報告させていただきます。先週日曜日に奨学生の入
学式を出席しました。副会長大塚様や私のカウンセラー横山様

かったです。
今回ジャイアンツは負けましたけど、良い試合でした。本当に

もお越しくださいまして、誠にありがとうございます。これからも奨

楽しかったです。

学生として頑張っています。

（原文のまま）
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卓 話
久喜市の現状と課題について 久喜市議会議員 貴志信智氏
本日は貴重な機会を頂きましてありがとうございます。

行政サービスを維持（向上）しながら、経費を削減するには

私は 18 歳の時、大学進学をきっかけに久喜市に１人でやって

「民間力」が不可欠 です。

きました。

企業が進出する街へ

大学時代からスポ少や、小学校ボランティアなど様々な機会を

東京理科大跡地の一部には物流倉庫が進出しました。大きな

通じて、久喜を大好きになり、現在に至っています。

シルエットをご覧になった方も多いかと思います。

「立地」「交通利便性」そして「地域力」。そういった要素を考え

この倉庫により、固定資産税など久喜市への税収は億円単位

ると久喜市はさらに伸び行く街であると確信しています。

で増えると試算されています。

私が考える久喜市の現状と、課題、それらを克服するための策

人口減少時代、久喜市が税収を確保するには「企業誘致」が

をお話し致します。

欠かせません。

久喜市の現状

しかし、現在の久喜市には進出したい企業は多くあるものの「工

久喜市には、昭和 60 年には約 21,000 人の小中学生がい

業用地」が完売している状況です。

ました。

例えば、農地などを工業用地として活用するには、久喜市と埼

しかし令和元年現在は約 10,000 人。子どもの数が半減して

玉県の意思決定による「都市計画の変更」が必要なのですが、

いるのです。

この段階で多大な時間が掛かり、事実上機会を逃し続けてい

高齢化率はどうでしょうか。

ます。

1,990 年には総人口に占める 65 歳以上の割合は 8.5％で

聞くところによると、埼玉県にも「企業誘致」を推進したい部署と

したが、2020 年には 30.2％になると言われています。

「農地」を守りたい部署があり、遅々として事態が前に進まない

伴って 15 歳～64 歳までの「生産年齢人口」と言われる割合

そうです。

も 1990 年の 70.6％か ら、2020 年には 59.4％と大きく減

農業はもちろん重要な分野ではありますが、実際に耕作が行わ

少しています。

れていない土地 や、後継ぎがいない農地などは、新たな選択
肢として活用を提案するべきではないでしょうか。
また久喜市では企業誘致の窓口や、現状（工業用地整備の
時期）などの広報がなされておらず、企業からの問い合わせに
も「たらい回し」をするような状況があったことから、議会で改善を
求めました。その結果、まずは市ホームページに企業の皆様向
けの 広報ページをつくり、広報の強化と窓口の明確化を行うこ
とになりました。

一般的に社会保障などで「税金を使う」世代が多くなるわけで

教育で人口増加を！

すから、久喜市の財政は今後間違いなく厳しい局面を迎えま

久喜の大きな武器は「教育」であると思っています。

す。

今年からは中学三年生全員に英検 3 級の受験料全額を補

現状維持が不可能であることは自明であり、久喜市に求められ

助する制度がスタートしました。

るのは「変化」と「進化」です。

学校を使った公営塾である「本樹塾」は市内全校で展開されて

民間力の活用

います。

そこでまず必要なのは民間力の活用です。

さらに久喜市教育委員会が独自に作成し、実施している「久

久喜市立図書館では、この春から民間事業者が管理を担う

喜市ステップアップテスト」も学力向上に大きく寄与しています。

「指定管理者制度」が 導入されました。

また、地域が主体となった「放課後子ども教室（ゆうゆうプラ

同時に大幅なサービスの向上が行われたわけですが、久喜市の

ザ）」も市内全小学校で展開されています。

直営で同様のサービス変更を行うより 8 千万円近く経費を抑

参加児童数、地域の協力体制、講座のクオリティどれをとっても

えることが出来ました。

全国トップクラスの地域教育が行われているものと思っています。

文化会館などにも同様に「指定管理者制度」が導入されており

こうした久喜市の「教育力」とそれによりあがった「成果」をどんど

1 千万単位で経費を削減しながらサービスの向上を果たしてい

ん広報し、定住地を探している子育て世代にアピールすることが

ます。

重要であると考えます。
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議員の存在価値

また、市民の皆様の声を集めることを「受信」とするならば、我々
私は、議員と

議員からの「発信」を欠かす事が出来ません。

行政の関係は

「発信」があってこそ「受信」があります。そのために、駅、活動報

「掛け算」だと

告紙、インターネット、様々な方法を活用して情報発信を続

思っています。

け、久喜市にとって「存在価値」のある議員でいるよう研鑽を続

例えば、行政

けて参ります。

力が 100 だと
して、掛け数で
ある我々議員が「0.9」だとすると、導かれる数字は 90 になって
しまいます。
逆に我々議員が１以上の力を発揮出来れば、行政の力をさら
に引き出すことが出来ます。
そのために、0.1 をいかにして積み上げていけるかが重要となりま
す。

委員会報告

2019-20 年度 部門セミナー詳細ご案内
2019 年

点鐘

月 日

終了

7/6(土)

13:00

部 門
米山記念奨学部門

場 所

13:30

◎米山委員長

13201 教室

◎米山カウンセラー
◎米山記念奨学生

管理運営部門

16:30
7/15(月)

13:00

その他担当者

文教大学

17:00
7/14(日)

19-20

市民ホール

◎管理運営担当委員長

川口フレンディア
青少年奉仕部門

ラフレさいたま

17:00

◎インターアクト委員長
◎ローターアクト委員長
◎RYLA 委員長
◎青少年交換委員長
◎青少年奉仕担当委員長

7/20(土)

13:00

奉仕プロジェクト

17:00

部門合同

上尾市文化センター

◎奉仕プロジェクト担当委員長
◎職業奉仕委員長
◎社会奉仕委員長・委員
◎国際奉仕委員長

8/3(土)

13:00

公共イメージ部門

16:30

市民ホール

◎広報関係委員長

川口フレンディア

◎ホームページ管理者
◎My Rotary 推進者

会員増強維持部門
9/21(土)

13:30
17:30
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ロータリー財団部門

◎会員増強維持委員長
パレスホテル大宮

◎ロータリー財団委員長

幹事報告

服部 幹事

ロータリーレート

5 月 1 ドル＝112 円

【例 会 のご案 内 】
月

日

例 会

23（木）

休 会

26（日）

5

30（木）

会場・時間

卓 話

社会奉仕活動 久喜市ゴミゼロ運動（久喜駅東口橋の上） 8 時 集合
親睦日帰りバス旅行 茅ケ崎・江の島方面 9 時久喜駅東口⇒9 時 30 分菖蒲・あやめ会館
振 替

⇒ 26 日

【今後の予定・その他】
月

5
６

日

会場・時間

17（金）

RLI 卒後研修

大宮ソニック 9 時 30 分～17 時

19（日）

青少年交換来日学生オリエンテーション

大宮パイオランドホテル 13 時~

27（木）

親睦ゴルフコンペ 鴻巣 C.C. 最終例会 菖蒲・田口屋 １８時～

スマイル報告

SAA 横山 委員長

★林会員、和田会員：貴志議員よろしく。★野原会員、鈴木（つ）会員：本日もよろしく。
★中山会員：貴志議員ようこそ。★倉持会員：本日はテニスをしてきました。
★岡崎会員：誕生日のお花ありがとうございます。欠席が多くて申し訳ありません。

（敬称略・順不同）
本日のニコニコ BOX

22,000 円

出席報告
出席委員 飯島 委員

定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

50

14

25

4

7

80.55％

江の島
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