
 
 
 
 
 

 

 
点鐘  国歌・奉仕の理想斉唱          

ロータリーの目的唱和  
〔会長挨拶〕尾崎敏彦会長 

皆様今日は、連休はいか

がお過ごしでしたでしょう

か。天候にも恵まれ、私の

住まいの周りでは田植えの

真最中です。 
地区よりネパール地震被

害緊急支援のお願いが届いております。クラブで

一人当り 1,000 円ほどの支援をしたいと思います。 
5 月 7 日にボクシングの世界スーパーフェザー

級タイトルマッチがありました。見事に TKO で

１０度目の防衛を果たした内山高志選手（春日部

市出身、花咲徳栄高出、ワタナベジム）ですが、

以前に幸手中央 RC で講演を頂いた事がありまし

た。内山選手は、「減量は最大の準備であり、そ

のために自分はふだんから摂生に努めています。」

と申しておりました。今回も約４㎏の減量で試合

にのぞめたそうですが、挑戦者は１２㎏以上の減

量であったそうです。２回 TKO 勝利は初めから

結果が分っていたのではないでしょうか？ 
米山奨学生の監立明さん、ようこそいらっしゃ

いました。 
本日の卓話は、久喜市長田中暄二様です。平成

27 年度予算概要、圏央道開通、上野東京ラインの

開業、久喜マラソン大会、住民票等のコンビニ交

付事業等々のお話をいただけるものと思います。

よろしくお願いします。 
例会終了後、理事役員会があります。 

 
〔お客様紹介〕松崎 宏副会長 
 久喜市長 田中暄二様 

米山奨学生 藍 立明（ラン リツメイ） 
中国山東省 日本工業大学 機械システム工学 

 
ご挨拶：藍 立明様 

皆様今日は、藍立明と申します。中国山東省青島出身です。現在日本工業大学大学院機

械システム工学２年生です。久喜菖蒲ロータリークラブの皆様には１年間大変お世話様

になります。これからもよろしくお願い致します。 
 
〔委員会報告〕 
＊職業奉仕委員会 塩田拓哉委員長 地区職業奉仕部門セミナー報告 

職業奉仕夜話会（トワイライト・ミーティング） 
会場 パレスホテル大宮 4Ｆローズルーム 
日時 2015 年 3 月 27 日（金）17 時点鐘 卓話者 北 清治氏（国際ロータリー理事）  

      報告書を配布させていただきました。ご一読ください。よろしくお願いいたします。  
 

久喜菖蒲ロータリークラブ週報 

2015 年 5 月 7 日（木） 

20３６回例会  №41 

国際ロータリー第 2770 地区 

ガバナー 濱 野 英 美 

～ ロ ー タ リ ー は 人 づ く り  

     そ し て 奉 仕 ～  

例会日：毎週木曜日 12：30～13：30 

例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３ 

 事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

会長  尾崎 敏彦  幹事 金田 仁志 

会報委員 鈴木弘道・多田和男・高木学・新井博 

 

活気あふれる 

ロータリーを通して 

「 人 づ く り  

   そ し て 奉 仕 」  

「Light Up Rotary」 
ゲイリー C.K. ホアン RI 会長 



〔卓話〕田中暄二様 「久喜菖蒲ロータリークラブ５月例会 久喜市長講和」 
 
皆さんこんにちは、久喜市長の田中でございます。私もメンバーで

すがご無沙汰いたしておりお詫び申し上げます。本日は卓話のお時間

を頂き有難うございます。お手元にお配りいたしました資料に基づい

てお話しさせて頂きます。 
 
 

＊上野東京ラインの開業について 
懸案でありましたＪＲ宇都宮線上野東京ライ

ンが 3 月 14 日開通しました。 
・宇都宮線と高崎線から東京・品川方面への到

達時分短縮 
・大宮～東京間 36 分（△9 分）大宮～品川間

46 分(△10 分) 
・宇都宮線と高崎線は始電から東京駅概ね 22

時台まで直通運転 
・宇都宮の一部列車は東海道線内を快速「アク

ティー」として運転（宇都宮線内は普通列車で運

転） 
・夕通勤時間帯の通勤快速は、現行どおり上野

駅始終着で運転 
＊北陸新幹線 長野～金沢間 開業 
・東京～金沢間で直通運転を開始、首都圏と北

陸エリアの利便性を向上、すべての列車が大宮駅

に停車 
 
＊首都圏中央道の全線開通について 
圏央道は都心から半径およそ 40 ㎞～60 ㎞の位

置に計画された延長約300㎞の高規格幹線道路で

あり、首都圏 3 環状道路の一番外側に位置する環

状道路です。この圏央道は、首都圏の道路交通の

円滑化、環境改善、沿線都市間の連絡強化、地域

づくり支援、災害時の代替路としての機能など多

くの役割を担っております。順次開通しておりま

す。県内では 3 月桶川北本 IC から白岡菖蒲 IC 間

開通し、県内の圏央道が全線開通します。次々つ

ながる圏央道により、新たな地域ネットワークが

形成され、埼玉から湘南海岸や成田空港へのアク

セスしやすくなります。 
 

＊都道府県と政令指定都市の関係について 
政令指定都市（20 市）の人口・面積の比較 

政令指定都市（20 市）の決算規模の比較 
表をご参照下さい。 

 
＊平成 27 年度久喜市予算の概要について 
平成 27 年度当初予算は、久喜市総合振興計画

における久喜市の将来像である。「豊かな未来を

創造する個性輝く文化田園都市」の実現に向けて、

これまでの取り組みや成果などを踏まえながら、

更なる発展を目指す予算であり、また、「久喜№1
宣言」の具現化を目指す予算でもあります。 
一方、久喜市の財政状況は、平成 27 年度から

合併算定替経過措置により普通交付税の減額が

始まるなど、財源の確保がより一層厳しいものと

なります。 
 このような中で、久喜市総合振興計画や「久喜

№1 宣言」に掲げる施策を実現するためには、事

業の「選択と集中」、「スクラップ・アンドビルド」

の徹底を図り、財源を有効かつ効率的に活用して

いく必要があります。 
 以上の点に留意し、厳しい財政状況の中でも質

の高い行政サービスを提供する市政の実現を目

指して全力で取り組みます。 
 
一般会計   

565 億 9400 万円 （前年度比 21.6％増） 
特別会計   

369 億 3722 万 3000 円 （前年度比 8.8％増） 
水道事業会計  

61 億 842 万 5000 円 （前年度比 7.4％増） 
 

○一般会計歳入 
主要な財源である市税は約 6038 万円の増

（+0.3％）とほぼ横ばいですが、液状化対策推進

事業の影響などのより、国庫支出金が 30 億 312
万円の増（+43.4％）となりました。 



 また、合併算定替の段階的縮減の影響などによ

り、普通交付税は 8 億円の減少を見込んでいます

が、震災復興特別交付税の約 10 億 6807 万円の増

などにより、地方交付税総額では、約 2 億 9807
万円の増（+6.0％）となりました。 
○一般会計歳出 
 液状化対策推進事業の影響により、土木費が約

43 億 9790 万円の増（+82.5％）となりました。

また、国から液状化対策推進事業に対して交付さ

れる交付金を財源として、東日本大震災復興交付

金基金へ積み立てることから、諸支出金も約 45
億 3946 万円の増（+2451.0％）となりました。 

 一方、久喜宮代衛生組合負担金事業の減少など

から、衛生費が約 8352 万円の減（△2.2％）とな

りました。 
各会計の予算書は、市ホームページ、公文書館

および市立図書館で閲覧できます。 
 
本日は大きな議題 4項目について簡単にお話し

させて頂きました。 
お配りいたしました資料をご参照下さい。 
時間が参りましたのでこのへんで終わらせて

頂きます。有難うございました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔幹事報告〕金田仁志 幹事 

＊5月のロータリーレートのお知らせ 

１ドル１１８円の連絡が来ております。 

＊ネパール地震被害緊急支援のお願いが来ております。 

一人 1000 円ほどでの事ですので、理事役員会にて協議いたします。 

＊次回例会案内 

５月１４日（木）通常例会  場所 三高サロン 

福田喜美夫会員の卓話です。 

皆さんの参加をお願いいたします   



〔スマイル報告〕黒須久雄 SAA 
☆田中市長卓話よろしくお願いします：尾崎敏彦・松崎宏・伴光治・金田仁志・ 
飯島誉夫・金澤利幸・野原宏  

☆爽やかな風の悪戯が若き血が躍った頃を思い出させます：福田喜美夫  
（敬称略・順不同） 

 
〔出席報告〕 出席委員会 高木 容委員長 
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佐野田沼 IC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日の合計  ￥３０，０００ 
累 計 ￥１，６４０，０００ 

 定 員 免 除 出 席 M U 欠 席 出席率 
本日出欠 53 10 25 7 11 74.42％ 

 
                 2015 年 5月 7 日（木） 三高サロン 

理事・役員会         

協議事項   

１ 最終例会（観光・ゴルフ・例会）について：６月２５日（木） 

    観光は群馬方面、ゴルフはゴールド佐野 

    観光・ゴルフ終了後、最終例会 場所 久喜 おかの に於いて開催 了承しました。 

   日程（案） 

    菖蒲＝＝久喜駅＝＝久喜 IC＝＝佐野田沼 IC==ゴールド佐野＝＝北関東道・関越道 

    6：50  7：20   7：40         8：45 9：00 

    沼田 IC＝＝原田農園（さくらんぼ狩り）＝＝きのこ茶屋（昼食）＝＝水沢観音「参拝」 

    10：50    10：55 11：40       12：30 13：30    14：00 14：30 

渋川伊香保 IC＝＝佐野田沼 IC＝＝ゴールド佐野＝＝佐野田沼 IC＝＝久喜 IC＝＝おかの 

14：50      15：35   16：10 16：30          17：40   17：50 

  ２ 現・次年度理事役員会について：６月４日例会終了後～５日 

    鬼怒川温泉 一心館に於いて開催いたします。 

     会費 宿泊の方は  １５０００円 

        日帰りの方は １００００円を参加費とし徴収いたします。 

  ３ ネパール地震被害緊急支援について： 

    ２７７０地区よりネパール地震被害緊急支援のお願いが来ています。 

１人 1000 円ほどの協力をとの事ですがよろしいでしょうか。  了承致しました。 

  ４ その他（例会プログラム確認 他） 

    ・５月２１日の卓話者の都合が悪くなってしまいましたが 

     尾﨑会長に一任する事で如何でしょうか。  尾崎会長に一任で承認 

・確認ですが、久喜・菖蒲ロータリークラブと 

久喜菖蒲ロータリークラブのどちらが正式な名称ですか。 

     久喜菖蒲ロータリークラブが正式名称です。 

     久喜と菖蒲の間には「・」は入らない。 

                              以上 
 


