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第４２４回 卓話 熊谷市長 富岡 清 様 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

会長 山口 茂 
 
皆さん今晩は。 
本日は富岡清熊谷市長様には、お忙しい中、よう

こそおいで頂き、大変ありがとうございます。卓話

を大変楽しみにしておりますので、よろしくお願い

致します。 
南クラブの皆さん、８月２日の「ロータリーに活

力を！あなたが主役」の方針のもと、鈴木勲二ガバ

ナー公式訪問には、SAA澤田さんはじめ、副SAA、
親睦、各委員長、メンバー全員に絶大なる御協力を

頂き、当日、夕方早くから来て、又、一週間前より

心配等おかけして、皆様には、本当にお世話になり

ました。当クラブの最重要ガバナー公式訪問が無事

終了出来たのも、会員一人一人が、南クラブとして

ひとつにまとまり、御協力頂いたおかげと、嬉しく

胸がいっぱいになりました。ガバナーお迎えには島 
﨑さんが運転して下さり、ガバナーお送り時には澤

田さんが同席して下さり、熊谷に帰って来たのは午 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
前１時過ぎと言う長時間となり、渡邊幹事も、特に

この一週間は毎日努力してくれました。御苦労様で

した。 
３日の長谷川信治ガバナー補佐様にお礼の電話を

差し上げた時、「鈴木勲二ガバナーは、非常に良い印

象を持たれて、各委員会のガバナーコメントも熱が

入り、それだけ期待されている活力あるクラブ」と

話して下さりました。 
８月５日の川越での職業奉仕部門セミナーで、鈴

木勲二ガバナー様に公式訪問のお礼を申し上げまし

たら、「活気ある、将来楽しみなクラブなので、頑張

って欲しい」と言う、正直言って予想外の嬉しいお

言葉を頂きました。これもひとえに皆様のご協力が

あったからこそと、あらためて会員の皆様のロータ

リーの友情に深く深く感謝申し上げます。 
ありがとうございました。 

 
 
 

Ｎｏ．６ 

 

会 長 挨 拶 

山口会長 謝辞を述べ市長と堅い握手 

本日のプログラム ８月２３日（水） 
家 族 納 涼 例 会 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今日は例会にご案内頂きましてありがとうござい

ます。例年呼んで頂いたのはこの時期だったなと思

いながら今日はお邪魔致しました。 
 又、先程はニコニコ BOX等で大変歓迎の言葉を
頂きまして恐縮に存じます。今日は限られた時間の

中でございますので、現在の市政の状況等について

お話をさせて頂きます。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
昨年の10月の合併に続きまして来年の2月13日
に江南町と合併することになりました。いわゆる平

成の大合併は今年の 3月で一応の区切りがつきまし
たが、政府の推し進める三位一体の改革の元で、今

後の人口減、それに伴う地方自治体の改革の必要な

どから合併は特に小規模の自治体にとっては必要な

ことだったのだと思っております。合併が進められ

た結果、全国で３２３２あった自治体が7月 1日現
在で１８２０と約６割位の数にまで収斂されました。

しかし国はこれを１０００位までにする目標を掲げ

ておりますので、私達はこれに向って今進んでいる

という状況でございます。埼玉県の市町村も９２あ

ったものが現在７１、来年には７０になります。自

治体が一定規模の大きさになることはメリットがあ

り、上田県知事も２０万～３０万規模の大きさが一 
番効率良く運営ができるのではないかと話しており

ます。熊谷市も現在１９１０００～１９４０００規

模の人口を有しております。 
 江南町はもともと１市３町で進められて来た合併

計画から寸前の住民投票により離脱したという経緯

がありますが、その後再度住民運動の盛り上がり、

又議会で推進派が増えたこともあり、今年の１月に

新たに合併の申し入れがあり、その後数回の協議を

重ねて来年の２月に正式に合併するという運びにな

りました。最大のネックだった議員の定数も議会の

中で協議した結果、３６名で決着しました。法律上

の２０万～３０万の都市は３８名、２０万未満は３

４名という定めがありますので、熊谷市の人口を考

えたら妥当な数に収まったのではないかと思ってお

ります。 
 江南町との合併により、東松山市、嵐山町、寄居

町などの県西部の地域とのアクセスや開発などの展

望が広がり、江南の緑と優れた医療施設である循環

器センターが私たちも共有できるようになります。

県の方では３月に熊谷、行田、江南、寄居、深谷を

含めた地域を理想的な合併のモデル地域に指定して

おりますので、将来的にはまだまだ大きな課題とし

て進められていくと思います。特に行田とは生活圏

や生活基盤を共有している所が多いので、今後の課

本日のプログラム ８月２３日（水） 
家 族 納 涼 例 会 

熱心に耳を傾ける会員の皆さん 

メインプログラム  富岡熊谷市長の卓話 

熊谷市長 富岡 清 様 熊谷市長 富岡 清 様 



題として残っていくと思います。 
 財政につきましては、三位一体の改革により、不

交付団体も２４から１７１に増え、熊谷市も去年の

交付税３２億から今年は２０億弱に減りました。し

かし国から頂けるお金が少なくなったということは

裏を返せばそれだけ補助を受けなくても自前でやっ

ていける、つまり町の力が上がって来たということ

でもあるので、前向きにとらえたいと思います。今

後否応なく富める自治体と貧しい自治体の格差が大

きくなることが予想されますので、合併という機会

をどうプラスの面を生かして行くかという事が私た

ちの大きな課題となっていきます。 
 皆様も夕張市という名前はご存知だと思いますが、

夕張メロンで有名な夕張市は人口１万３千人で平成

１７年度に２８８億円の赤字を出しました。普通で

は考えられないことですが、帳簿の操作などで隠し

続けて現在では、負債総額６３２億円という巨額で

財政再建団体となり、国の管理下に置かれることに

なりました。面白い話ですが、夕張市の人口は１３

０００人で、国の人口は１億２７００万人。約１万

倍です。標準財政規模という目安があり、人口１３

０００人規模ならば４５億円であります。 
 国の歳入が４５兆です。残りの４０兆円は国債で

借金ですから、国が自前で使えるお金が４５兆円で

丁度１万倍です。夕張市の借金が６３２億円でこれ

を１万倍すると６３２兆円でほぼ国債の借金発行残

高に近い数字になります。 
 にもかかわらず、片や夕張市は財政再建団体とし

て道や国にすっかり管理される自治体になってしま

い、国はというともちろん管理する方の団体ですか

ら、自分の方は何らお咎めもなく何とか生き延びよ

うとしているのは、非常に不思議な感じが致します。

どこが違うかと考えましたが、私の考えですが、借

金を返す意志があるかないかではないかと思うので

すが、皆様はどうお考えになりますか。 
 夕張市は借金を返す意志はあるのだが、とても返

せる額ではないのでギブアップをした。国も返す意

志があればギブアップをしてしかるべきだと思いま

すが。おそらく返す意志はないんでしょう。やっぱ

り雪ダルマで次から次へとやって何とかしのごうと

思っているからこういう状況になっているんだと思

います。 
 夕張市の悲惨な現状を１万倍すると丁度国の今置

かれている立場と同じになるというお話を今日のお

みやげのひとつにしたいと思います。 
 

 
 
 
８月 5日、２５７０地区第一回
職業奉仕部門セミナーに、馬場

職業奉仕委員長と川越に行って 
参りました。内容に付きましては、後ほど馬場委員

長から報告して頂きます。 

                                                                                      

 

 

幹事 渡邊 藤男 

 
１． 地区より 

＊ 「友」インターネット速報№２４５ 
＊ 第１回地区ロータリー財団セミナー開催

のご案内について 
２． 熊谷RCより 

＊ HPアドレスの変更について 
３． 加須RCより 

＊ 例会場変更のお知らせ 
４． 熊谷東RCより 

＊ 新井会長ご尊父様訃報 
             以上が届いております。  
 
 
 
 職業奉仕委員会 

委員長 馬場 孝 
 
 ８月５日（土）川越・氷川会館で開催された第 1
回職業奉仕セミナーに山口会長と一緒に参加してま

いりました。 
内容の大半はフレッシュ高校生体験活動推進事業

（職場体験）についての取り組みと説明でした。協

力要請32クラブ、協力申出27クラブ、協力事業所
数 126社という現状で、ガバナーからは埼玉県の県
立高校生の中退率が多いので「社会力を育成したい」

との言葉がありました。 
分科会では各クラブごとに方針・活動計画が発表さ

れ、「四つのテスト」の唱和と実践、フレッシュ高校

生体験プログラム、「職業紹介」のスピーチ、企業（職

場）訪問が多く取り上げられておりました。 

 

● 出 席 報 告 
      委員長 加藤公一 

 
例会日 ８月９日 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３８  ２５ １２ １ ６８％ 
お客様：熊谷市長 富岡 清 様 
 
 

 ニコニコ BOX 

委員長 井上哲孝 
山口茂会長 
 富岡清熊谷市長様、 
お忙しい中、当クラブに、ようこそ、おいで頂き

ありがとうございます。卓話を楽しみにしており

委 員 会 報 告 

幹 事 報 告 

会 長 報 告 



ます。会員の皆様、先日のガバナー公式訪問では、 
絶大なる御協力に、大変ありがとうございました。

ロータリーの友情に心から深く感謝申し上げます。 
渡邊藤男幹事 
 富岡市長様ようこそ南クラブへ。卓話宜しくお願

いします。 
飯塚幸一会員 
 富岡市長ようこそ熊谷南ＲＣへ。歓迎申し上げま

す。本日の卓話よろしく御願い申し上げます。 
島﨑次弘会員 
 富岡熊谷市長様、本日は台風をお供にようこそ我

がクラブへ。熊谷市政もいよいよ嵐が吹くのでし

ょうか。今日のお話大変楽しみです。 
岡部俊之会員 
 熊谷市長富岡清様、ようこそ南ロータリークラブ

へ。今日の卓話楽しみにしております。 
田島武会員 
 富岡市長様、ご来訪有難く御礼申し上げます。本

日の卓話宜しくお願い致します。今月２６日桜木

公民館で開催されるハートフルミーティング、ご

指導の程宜しくお願い致します。 
遠藤信行会員 
 富岡市長のお話し今年は何かと楽しみにしており

ます。 
吉田博三会員 
 富岡熊谷市長様、本日はようこそ熊谷南ロータリ

ークラブへおいで下さいました。本日の卓話、楽

しみにしております。宜しくお願い申し上げます。 
萎沢利行会員 
 富岡市長様、卓話有難うございます。宜しくお願

い致します。 
岡本庄一郎会員 
 富岡市長、本日は熊谷南ロータリーへようこそい

らっしゃいました。これからの新しい熊谷に対す

るお話、楽しみにしております。 
澤田將信会員 
 お世話になります。本日は熊谷市長富岡清様卓話

よろしくお願い致します。飯塚直前会長さま、あ

りがとうございます。無事に富士見中の子供さん、

本日で(６名)終わりました。 
加藤博会員 
 本日は、富岡市長様にはお忙しい所ご来訪ありが

とうございます。熊谷うちわ祭では、大変お世話

になりました。本日卓話よろしくお願い致します。 
橋本代吉会員 
 熊谷市長富岡様、南クラブにようこそ。来年江南

町も熊谷市に。いよいよ２０万都市に成ります。

本日の卓話楽しみにしてます。よろしくお願いし

ます。８月１２日熊谷の花火大会大成功期待して

ます。 
清水武会員 
 熊谷市長様ようこそお出で下さいました。卓話を

楽しみにして居ります。 
 

佐川順一会員 
 富岡清市長、今晩は！時節柄御多忙の折、ようこ

そお越し下さいました。本日の卓話、拝聴させて

いただきます。 
富山弘文会員 
 富岡市長、南ロータリーへようこそお越しいただ

きました。本日の卓話楽しみにしております。 
馬場孝会員 
 富岡清市長、熊谷南ＲＣにご来訪頂きありがとう

ございます。本日の卓話よろしくお願い致します。

２６日桜木小学校区でのハートフルミーティング

も宜しくお願い致します。 
矢部喜明会員 
 富岡市長、熊谷南ＲＣご来訪ありがとうございま

す。本日の卓話楽しみにまいりました。 
榎本信哉会員 
 水曜日はいつも医師会の行事と重なってしまうた

め、なかなか参加できずにすみません。今日は３

週間ぶりですので、皆様にお会いできるのを楽し

みにやってきました。 
小野寺良彦会員 
 今日の読売新聞朝刊。全国の都道府県知事と政令

市長６２人を対象に実施した「地域の豊かさ」に

関する調査報告がありました。本日はせっかくの

機会ですので、富岡熊谷市長に“変わりつつある

地域社会の中で活性化”をどの様に模索されてい

るのかお考えを拝聴できればと思います。 
松本幸久会員 
 今晩は、松本です！！ 
小野寺弘行会員 
 富岡市長ようこそ熊谷南ロータリークラブへお越

し下さいました。ぜひ熊谷市内商店街の活性化を

よろしくお願いします。 
井上哲孝会員 
 今晩は!!井上です。富岡熊谷市長様、本日はよう
こそ熊谷南ロータリークラブへお越し下さいまし

た。ためになるお話しを楽しみにしています。又、

会員の皆様、本日もたくさんのご投函、誠にあり

がとうございました。目標に向っての会員の皆様

のご協力、本当にありがとうございます。来週も

よろしくね!!井上でした。 
[奥様誕生] 
加藤公一会員 
 お花ありがとうございました。 
  
投函率 １００％ 
進捗率 １９．７２％ 
 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 島﨑次弘・井上哲孝・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


