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第５１５回 卓話・富岡清熊谷市長様
富岡市長の卓話に感謝 加藤 博 会長

会 長 挨 拶

会長 加藤 博

皆様 今晩は
熊谷市長 冨岡清様には公務で大変お忙しい所を南
ロータリークラブの例会に来ていただき卓話をして
くださると言うこと、まことにありがとうございま
す。市長様のお忙しさは私が言うまでもありません
が、市のあらゆることにまねかれ挨拶されたり大変
だなあと思います。しかし 市長さんはどのような
時でもにこにこといやな顔をせず対応されている姿
をみて尊敬している次第です。
又 本日は親クラブの東ロータリークラブより井桁
会長エレクト 細川委員長 萩原委員長さんがきて
くださりありがとうございます。
では 最近のロータリークラブの情報としまして、

地区の奉仕プロジェクトＡ7 月 19 日のセミナーに
矢部会員 植竹会員に出席いただき 又 8 月 2 日
のクラブ奉仕活動運営部門に澤田パスト会長 高田
幹事さんに出ていただきありがとうございました。
又 今年も 7 月 17 日にＮＺ・インバーカーギル市
から議員訪問団 5 人来熊してフェアウェルパーティ
が開催され榎本国際奉仕委員長と一緒に行って来ま
した。八木橋国際交流協会会長、冨岡市長様他多く
の人たちが交流を深めている姿をみて、私も姉妹ク
ラブであるオーストラリアのアッパーヤラロータリ
ークラブへ訪問出来たらいいなと榎本委員長さんと
私の夢をかたりあいました。
以上です。

本日のプログラム ８月２０日（水）
会員増強、拡大について

将来に向かっての熊谷市政を講演する富岡市長
ます。このことにより、通勤・通学で熊谷駅を利用

＜ 富岡 清 熊谷市長 卓話（要旨）＞
皆様方には市政に対しまして、日頃からご協力を
いただき厚くお礼申し上げます。
熊谷市は、今年度 4 月から県北初の人口 20 万都

する市民や市外からの来訪者などの方々に快適な涼
しさを提供することができるものと考えております。
この事業は県内初の取組みとなるもので、本市で開催
されました高校総体の陸上競技やうちわ祭りの会場

市となって最初の総合振興計画をスタートいたしま

にもこの冷却ミスト装置の仮設型を設置したところ

した。私は、この計画を着実に推進し、市民一人ひ

でございます。

とりが、豊かな環境で誇りと希望を持って、生き生

次に、
「熱中症予防情報発信事業」でございます

きと生活している『環境共生都市 熊谷』を実現す

が、市内 30 ヶ所に電子百葉箱を設置し、その個々

るために、全力をあげて取り組んでまいりたいと考

の観測データをもとに、各小学校区にしぼった、地

えております。

域ごとの熱中症予防情報や風邪ひき予防情報などを、

さて、熊谷市は、昨年の 8 月 16 日に国内最高気温

リアルタイムに市民に発信する事業を 7 月から開始

となる 40.9℃を記録したのを契機に、名実ともに「あ

したところでございます。これは全国初の取組みと

つさ日本一」となったところですが、これまでの夏の

なるもので、市民の皆様の健康管理に大きな力を発

暑さを人やまちの活力に変えていこうという「あつい

揮するものと期待しております。

ぞ！熊谷」の取組とともに、今年度からは、暑さ対策

次に、
「遮熱性舗装事業」でございますが、車道

や快晴日数日本一のイメージを生かした事業に総合

等の既設舗装に遮熱性塗料を塗ることで、路面温度

的に取り組むリーディング・プロジェクト「あつさ

の低減と舗装内部の蓄熱量を減少させ、ヒートアイ

はればれ 熊谷流」
、略して「あっぱれ！熊谷流」を

ランド現象の緩和を図るもので、その実証効果を測

展開することといたしました。

る趣旨もございます。また、同様の趣旨では、銀座

主な事業といたしましては、
「熊谷駅広場冷却ミス
ト事業」として、6 月に熊谷駅広場 3 箇所に冷却ミス
ト装置を設置いたしました。この冷却ミスト装置は、

保育所の屋根に遮熱性塗装を行う事業も併せて実施
しております。
その他、熊谷運動公園の多目的広場の築堤を整備

噴霧エリアの温度を 2〜3 度下げる効果があり、気温

し、市民による市民の森づくりとして、

27 度以上といった気象条件に応じて自動運転を行い

約 5,000 本の植樹を行う「熊谷 100 年の森づくり事

今日の食事は
豪華だぞ
熊谷東ロータリークラブから
３人の方がメーキャップにご来訪

業」や保育所、小中学校での緑化の推進事業、公民
館等における壁面緑化事業など、様々な事業をでき
る限り多くの市民皆様との協働により、快適で楽し
く健康的なまちづくりとして進めていきたいと考え
ております。
また、私が市長就任以来重点的に取り組み、総合振
興計画のリーディング・プロジェクトにも『子育てす
るなら熊谷市”子育て応援プロジェクト』として位置づけ
ております、子育て支援事業でございますが、
「こど
も医療費給付事業」といたしまして、今年 6 月の診療
分から、こどもの通院に対する医療費給付の対象を、
これまでの小学校就学前から、一挙に中学校卒業まで
へと年齢拡大をすることといたしました。また、市内
の医療機関での診療においては、窓口で医療費を一切
支払わずに済むというのが本市の特徴で、この年齢ま
でを、このような方式で実施するのは県内の市の中で
は初の取組みとなります。
今後も「子育てするなら熊谷市」を合言葉に、市民
の皆様が安心して子どもを生み、育てることのできる
環境を整えるため、福祉、医療、教育からなる包括的
な支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
これからも、熊谷市の一層の飛躍のため全力をあげ
て取り組んでまいりますので、皆様方のご支援とご協
力をお願いいたします。

今日は私の娘の
「萩原みかソプラ
ノリサイタル」のキ
ャラバン隊を兼ね
てお邪魔しました。
これまで東京では
何度かやっており
ましたが地元熊谷
では初めてのリサ
イタルです。１０月
１３日にサクラメ
イトで開催します。
どうぞよろしくお
願いします。

委 員 会 報 告

挨拶する 東クラブ萩原孝之さん
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例会日 ８月６日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
２８
２０
８
０
７１％
お客様：熊谷市長・富岡清様
熊谷東ＲＣ 会長エレクト・井桁憲治様
国際奉仕委員長・萩原孝之様
国際交流委員長・細川末廣様
親睦委員の皆さん いつもご苦労様

●

ニ コ ニ コ BOX

加藤公一 副委員長

熊谷東ＲＣ 萩原孝之様・井桁憲治様・細川末廣様
南ロータリークラブにおかれましては「萩原みか
ソプラノリサイタル２００８」にご後援いただき
ありがとうございます。佐川前会長、加藤会長、
澤田パスト会長様には心配りをいただき感謝い
たしております。当日は多数の参加を期待してお
ります。尚、本日チケットも持参いたしましたの
で例会後申し付け下さい。又本日は 3 名でお世話
になります。
加藤博会長・高田直樹幹事
本日熊谷市長富岡清様には当クラブへようこそお
出かけ下さいました。又東クラブの井桁会長エレ
クト様、細川様萩原様両委員長様には、ご来訪あ
りがとうございます。会員の皆様暑いところでご
出席ありがとうございます。以上です。
小野寺弘行会員・井上哲孝会員
富岡清熊谷市長、熊谷東ＲＣ井桁様、細川様、そ
して萩原様、ようこそ熊谷南ＲＣへお越し下さい
ました。あついぞ熊谷!!今日は、富岡市長の卓話
を大変楽しみにしてまいりました。宜しくお願い
致します。
岡部俊之会員
暑い日が続いています。でも熊谷の暑さの実力は
こんなものではないはずです。熊谷市長富岡清様
の暑きお話、楽しみに聞かせていただきます。
佐川順一会長
富岡清市長、
熊谷南ＲＣへようこそ！本日の卓話、
楽しみにしております。
山口茂会員
富岡清熊谷市長様、本日の卓話を大変楽しみにし
ております。
榎本信哉会員
富岡市長様、ようこそ。熊谷市でも 6 月から特定
健診が始まりました。先日、当院にいらっしゃっ
た女性が、
「特定健診の用紙の上に大きくメタボ
健診て書いてあるので受ける気がなくなるわ」と
言っていました。余計な一言が健診の受診率を下
げてしまいますので、気をつけた方がよいと感じ
ました。
萎沢利行会員
富岡市長様、東ロータリークラブの萩原孝之様、
細川末廣様、井桁憲治様ご来訪有難うございます。
本日は宜しくお願い致します。
澤田將信会員
お世話になります澤田です。本日の卓話、富岡市

長さんのお話大変楽しみです。宜しく御願いしま
す。私事、過日 200 会員の組織、埼玉花キューピ
ットの代表を6 年間務め、
退任しました。
しかし、
全国花キューピットの理事に総代会で就任しま
した。また同時に、株主総会で日本フラワー振興
協会の専務取締役に就任してしまいました。これ
から今以上に忙しくなりそうです。東ロータリー
クラブ、萩原様、細川様、井桁様、ようこそ。い
つも大変お世話になります。
川野辺繁会員
富岡市長のご来訪を歓迎します。又東ロータリー
の皆様よくいらっしゃいました。ありがとうござ
います。欠席が多く申し訳ありません。久しぶり
のニコニコです。
渡邊藤男会員
熊谷市長富岡清様、本日宜しくお願い致します。
李一孝会員
富岡市長、本日は卓話よろしくお願い申しあげま
す。また 8 月 27 日、納涼例会に多数の御参加お
願いします。おいしいフランス料理を御用意しま
す。
植竹知子会員
暑中お見舞い申し上げます。中小企業家同友会ク
ラスファム出版で本が出版されました。よかった
ら読んで下さい！
棚澤正行会員
熊谷市長、富岡清様、本日は南クラブへお忙しい
中御来訪頂きありがとうございます。勉強させて
頂きます。 追伸！加藤会長、先日はお世話にな
りました。近所で行った事はあっても、お客とし
て座敷に初めて上がりました。ありがとうござい
ました。
[会員誕生]
矢部喜明会員
誕生日を祝っていただきありがとうございます。
[奥様誕生]
川野辺繁会員
妻に美しい花をありがとうございます。せっかく
のお花ですが、二人とも二泊の出張だったので、
水がカラカラ、この暑さで花がしおれていました。
渡邊藤男会員
妻に美しい花をありがとうございます。
加藤公一会員
妻の誕生祝ありがとうございました。

熊谷南ロータリークラブ
会報 広報(ＩＴ)委員会
島﨑次弘・植竹知子・井上哲孝
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153

E‑mail: ksr@kumagaya‐south‐rc.com
http://kumagaya‑south‑rc.com/

