
 

第 1449 回例会 2016・8・2  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間         内田 学 

皆様今日は、先週のスターティングパーティーに

は 26 人の御出席を頂きました。誠に有難うござい

ました。 

2 回目だから馴れていると思われますがドキドキ

しておりました。と言うのも長い時間をかけて、4

月の初めに予算を見直し、所沢５ロータリークラブ

との共同事業を次年度もお願いして、1 年間どのよ

うにしようかと、スタッフの方々と話し合いをした

のが、6 月 21 日になりました。ナントカ 1 年間の

予定が決定したのは、事業計画書の印刷の 1 週間前

須澤さんには、ワガママを聞いて頂き、素晴らしい

計画書が出来たと思います。それでも委員会の名簿

に親睦委員会に和記 毅さんを抜かしてしまいま

した。和記さんは、ゴルフデビューをするために、

頑張っているよね。当クラブには、ゴルフの先生、

先輩が多くいらっしゃるので宜しくお願いします。   

本日の会長の時間を終わります。有り難うござい

ました 

 

 

幹事報告         髙橋 和男 

理事会報告 

◆前年度決算報告・・・承認 

◆8 月 3 日（水）所沢市内５クラブ合同夜間例会･･･

6:30 点鐘 ベルヴィ  ザ・グラン  

◆秋の親睦ゴルフ・・・11 月日帰り予定 

◆親睦旅行・・・11 月末予定 

◆国際奉仕委員会・・・台湾旅行予定 

◆ガバナー補佐訪問・・・9 月 6 日(火) 

◆スターティングパーティー会計報告・・・承認 

 

幹事報告 

✿2016 年 8 月のロータリーレート 1$＝102 円 

✿ロータリー財団地区補助金ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ承認書 

✿“ロータリー米山記念奨学会”・・・普通寄付金：

申告用領収証の受付開始について 

✿ハイライトよねやま 196 号 

✿第 41 期生 日豪青年相互訪問団候補者募集案内 

✿奉仕部門合同セミナー開催のご案内 

 8 月 27 日（土）13：00～  紫雲閣 

 

■出席報告 

月 日 7/26 

会員数 27 

出席者 25 

出席率 90％ 

前回修正 ― 

 

 

 

本橋源太郎 

 

師岡 友次 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

8/2 振替休会 8/3（水） 

市内 5 ｸﾗﾌﾞ合同夜間例会 

8/9 「蝶の話」宮崎 安弘様 

8/16 例会取消 

8/23「仏教の教えの生き方」 

8 月会員誕生 

川島 昇 

 



✿2016 年度秩父音頭まつり参加のご案内 

 8 月 14 日（日）～15 日（月） 

✿米山月間「卓話」アンケートのお願い 

✿〔RIJO－FAQ〕お盆休みと台風等による例会の 

 取り消し 

✿2016－17 年度 手帳配布について 

✿市内 5 クラブ会長幹事会のお知らせ・・・7/27（水） 

 やきとり ピノキオ 18 時 30 分～ 

✿中村 茂会員より左足関節外果内果骨折の為 8・ 

 9 月欠席との連絡がありました。 

✿例会変更・・・飯能 RC、入間南 RC 

✿週報・・・入間 RC、入間南 RC、新所沢 RC、 

      所沢東 RC 

 

前年度会計報告   吉田 栄治 

 2015~16年度・内田会長の会計担当の吉田です。

先日の 7 月 25 日に当クラブ事務所に於いて、本橋

正夫監査役による監査会を開催し、承認を得ました

ので、ここで決算報告を行います。前年度会長を始

め、各委員長の協力により好決算がでました。よっ

て記念事業積立金もできました。詳細は、決算報告

書の通りです。会員各位のご協力に感謝致します。 

 

◆ 監査報告   代読 吉田 栄治 

 平成 28 年 7 月 25 日(月)13：30 より、事務局に

おいて、所沢西ロータリークラブ細則第 11 条第 2

節により、2015 年 7 月 1 日~2016 年 6 月 30 日の

期間の監査を実施しました。関係諸帳簿・証憑書類

等 所定の監査を実施し、その財源及びすべての使

途が正確である事を認めました。以上報告致します。 

           監査人  本橋 正夫 

 

ニコニコボックス       石井 實  

内田 学  議長先生様、本日はよろしくお願いし 

ます。 

髙橋 和男 中会員立派な卓話よろしくお願い致 

します。又 28 日全員参加で お願いし

ます。 

中 毅志  本日は卓話でお世話になります。休み 

が多くすみません。これからも宜しく

御願いします。 

 

須澤 一男 中さん 今日は卓話御苦労様です。毎 

日のように議長としての挨拶大変だ

と思いますが身体に気を付けて頑張

って下さい。 

石井 秀夫 中議長 本日は有難うございます。宜 

しくお願い致します。先日のスターテ

ィングパーティｰ皆様の御参加有難う

ございました。 

本橋源太郎 中議長 今日は宜しくお願い致します。 

吉田 栄治 1年間前年度の会長始め各委員会の協 

力により、大変スバラシイ決算報告が

出来有難うございました。又本橋監査

にはお世話に成りました。 

栗原 和明 長男の中学生の孫が英検 1 級二次試 

験も一発で合格しました。又 24 日か

らカナダのトロント大学トリニティ

カレッジの語学学校で 3 週間世界中

から来てくる学生達との交流だそう

です。成長して帰って来て貰いたいで

す。 

小暮 博攵 前回欠席しました。 

鈴木 伴忠 前回 前々回欠席しました。 

大原 律子 スターティングパーティーに参加さ

せていただき、沢山のプレゼントも頂

き有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



卓話「第 62代 所沢市議会議長に就任して」       

所沢市議会議長  中 毅志様 

平成２８年６月定例議会初日に多くの議員の賛

同をいただき第 62 代所沢市議会議長に就任いたし

ました。地方分権の進展や少子高齢化・人口減少な

ど、時代の変化があるなか、議会の果たすべき役割

は、今後ますます増大するものと実感しております。 

 所沢市議会は、これまでも議会改革を進めてまい

りましたが、改正した議会基本条例に基づき、広聴

活動をより充実し、市民の皆さまの声を議会運営に

反映させるとともに、政策形成につなげてまいりた

いと考えております。 議長として、公正・公平な

議会運営はもとより、市民の皆さまの幸せを第一義

に考え、またそのための歩みを止めることなく、前

に進めてまいりたいと考えております。 

 さて、議長に就任して約一か月が過ぎその間に感

じた事など話をさせていただきます。 

まず、議長の仕事は？とよく聞かれます。 

議長の職務については地方自治法１０３条～１

０８条に規定されています。特にその中の第１０４

条には、普通地方公共団体の議長は、議場の秩序を

保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会

を代表するとあります。これが、議長の仕事内容を

示したものです。 

また上記の議会運営の他には、対外的な活動とし

て全国議長会・県議長会・全国施行時特例市議会議

長会・都市高速鉄道１２号線延伸促進協議会・東京

狭山線整備促進期成同盟会などや議長賞の授与、各

種イベント後援、各種団体からの出席要請対応など

があります。議員より議長は３倍以上の予定がある

と感じています。 

 

 

● 議長権限：秩序保持権、議事整理権、事務統理

権、議会代表権、委員会における発言権などで、

地方自治法で定められています。 

 

● 議長任期：議員の任期による（４年）となって

います 

 

● 議長選出：議員の中から議長・副議長１人を選

挙（無記名投票） 

 

● 歴代議長：就任時の平均年齢は５６．３歳（最

低年齢３５歳、最高年齢７３歳）。所沢市議会は、

１年で辞職される議長が大半を占めております。

ちなみに市議会が始まって６６年目です。 

 

また、議長には秘書はいません。しかし議会事務

局があり、その事務局長が議長の補助をしてくれま

す。ちなみに市長には秘書課があり担当秘書がいま

す。公用車は市長・教育長・議長にあります。 

その他には、所沢市の場合は正副議長室８５．４

㎡と正副議長応接室７６．５㎡があたえられます。 

報酬については、議員報酬は月額５６万円。副議長

が５８万円。議長は６６万円です。また期末手当と

して６月１．９５か月、１２月２．２０か月となり

ます。 

 以上で雑談話のようになりましが卓話とさせて

いただきます。 

引き続き、皆さまには市議会に対する深いご理解

とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

           今週の担当  中 毅志 

中 毅志君 

所沢市議会議長 

就任祝い 

7/29 堤新亭 


