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第２１９１回例会第２１９１回例会第２１９１回例会   ２月第１週２月第１週２月第１週   ２月２日（木） ２月２日（木） ２月２日（木）    

通常例会通常例会通常例会   『卓話』『卓話』『卓話』   並木並木並木   傑 新座市長傑 新座市長傑 新座市長      

司  会  親睦活動委員 小泉 哲也            

点  鐘  会長      石原 勇介    

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱  話 「四つのテスト」 

ゲ ス ト 高山 裕一様 新座市秘書広聴課係長 

 

皆様、こんにちは。本日もお忙しい中、沢山の会

員に御参集頂きありがとうございます。 

 昨日山崎ガバナー補佐より連絡があり、延期さ

れていたＩＭを６月４日第一日曜日に開催致した

いと提案がございました。来週に会長幹事会が開

催され決議されるかと思いますが、正式に決まり

ましたら皆様へ改めてご案内させて頂きます。 

 また、２５７０地区よりウクライナ復興支援金

振込口座開設のご案内が来ております。クラブで

まとめて寄付をするか個別に行うか後ほど理事会 

会長の時間 会長 石原 勇介 

 

１、２月のロータリーレート １ドル⇒１３０円 

１、地区事務所より４件受信  

１）２０２３－２４年度ＲＩ会長の紹介及びテーマ 

  ＲＩ会長 ゴードン Ｒ. マッキナリー  

    （サウス・クイーンズフェリーＲＣ） 

  テーマ「世界に希望を生み出そう」 

幹事報告 幹事 髙橋 遼太 

 

で協議させていただきたく思いますので何卒宜し

くお願い致します。 

 本日の卓話は並木会員の新座市政近況報告を頂

けます。我々ロータリアンとして、地域社会の経

済人として、今後の活動を進めていくために貴重

な卓話になります。重ねてお願い申し上げて会長

の挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 



 

２）ウクライナ復興支援金振込口座開設の案内 

  締切日：３月１０日（金） 

  寄付先：日本赤十字社ウクライナ人同危機 

      救援基金 

振込先；埼玉りそな銀行 行田支店 

    普通 ４６４５２７３ 

    国際ロータリー第２５７０地区ウ  

    クライナ特別支援基金 

３）２０２３－２４年度第２５７０地区のテーマ 

   ガバナー 髙丹 秀篤氏 （深谷ＲＣ） 

テーマ “希望を語ろう” 

４）おもてなし遍路道ウオークの案内及び遍路 

  とおもてなし通信 

  日時：２月２３日（日）９時から１６時 

  場所：四国の遍路道１０キロメートル程度 

１、第２グループ第６回会長幹事会開催の案内 

 日時：２月９日（木）１８時～１９時３０分 

 場所：朝霞市産業文化センター ３F会議室 

１、クマヒラ・ホールディングス 熊平雅人会長

（東京RC）様より「抜粋のつづり八十二」拝

受（各会員に配布） 

１、新座市国際交流協会評議員への就任及び専門 

  委員会への参加について 

１、志木ＲＣより２月度例会のお知らせ拝受 

１、新年会収支報告書回覧 

 

今月のお祝い 

 会員誕生月：森田輝雄 会員 

 夫人誕生月：なし          

 結婚記念月：春日孝博会員 

森田輝雄会員に花束贈呈  

「お誕生月おめでとうございます」 

 

新年会「会員親睦会」のお知らせ      

    

日時：２月１６日（木）１９時～ 

場所：ベルセゾン ２F「Kashiwa」  

 会費：５，０００円                             

 

お忙しい事とは存じますがご参加下さいますよ

う宜しくお願い申し上げます。 

親睦活動委員会    委員 小泉 哲也  

委員会報告 

 

親睦活動委員会    委員 鈴木 明子      

石原 勇介会員 本日並木会員の卓話、楽しみに

しております。どうぞよろしくお願い致します。 

髙橋 遼太会員 並木市長、本日は宜しくお願い

します。 

増渕 和夫会員 先日、白鵬断髪式に参加してき

ました。大盛況でした。 

春日 孝博会員 本日出席出来ました。 

細沼 直泰会員 よろしくお願いします。 

並木  傑 会員 本日卓話します。宜しくお願い

致します。 

森田 輝雄会員 早いもので２０２３年も２月に入

りました。並木市長卓話よろしくお願いします。 

鈴木 明子会員 当クラブ会員である並木市長の

卓話です。どんな話が聞けるのかとても楽しみに

しております。 

神谷 浩一会員 お世話になっています。 

神谷  稔 会員・宮川 勝平会員・岡野 元昭会員 

スマイル報告 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

       

 

 

 

       

   

       

 

      

 

 

 

   

      

 

 

   

 

計画策定の背景 ～策定の趣旨～ 

 総合計画とは、まちづくりを進めていく上で最

も重要な計画 

【位置付けている内容】  

・ 理想とするまちの将来像  

・ 理想を実現するための考え方や手法 

今後の市の発展に向けて重要な要素を明らかにし

て示すもの 

【第５次新座市総合計画】 

基本構想の推進のために 

・ 第４次にいざ男女共同参画プラン  

・ 第２次新座市シティプロモーション方針  

・ 新座市公共施設等総合管理計画等  

安全安心 

・ 新座市地域防災計画  

・ 新座市国土強靭化地域計画  

・ 新座市防犯推進計画等 

市民生活 

・ 第３次新座市環境基本計画 

・ 第４次新座市地球温暖化対策実行計画  

・ 第３次新座市一般廃棄物処理基本計画 

都市整備 

・ 新座市都市計画マスタープラン  

・ 第２期新座市空家等対策計画  

・ 新座市みどりの基本計画等 

教育文化 

・ 新座市教育大綱  

・ 第２次新座市子ども  

・ 子育て支援事業計画  

卓話         新座市長 並木 傑  

・ 新座市学校施設長寿命化計画等 

福祉健康 

・ 第２次新座市子ども  

・ 子育て支援事業計画  

・ 新座市高齢者福祉計画  

・ 新座市介護保険事業計画第８期計画  

・ 第４次新座市地域福祉計画等 

 

【新座市が目指すまちづくりの三つの基本方向】 

 子どもがのびのびと育つまち 

 安心して暮らすことができるまち 

 住みやすく魅力的なまち 

 

 総合計画の目標年次である令和１４年度(２０３２

年度)において、本市が目指すべき将来都市像は

次のとおりとします。 

【将来都市像】 

未来もずっと 暮らしに『プラス』が生まれる 豊

かなまち 新座 

【基本構想の構造イメージ】 

基本政策１【福祉健康】みんなに優しく誰もが幸せを 

           感じる街 

基本政策２【教育文化】生きる力と生きがいを育む街 

基本政策３【都市整備】安らぎと利便性が共存する街 

基本政策４【市民生活】賑わいと環境が調和する街 

基本政策５【安心安全】安全・安心を実感できる街 

基本構想の推進のために 

【新座市都市計画マスタープランについて】 

都市計画マスタープランとは 

住民に最も近い立場にある市町村が、その創意

工夫のもと住民の意見を反映しつつ、まちづくり

の将来像を示し、その実現に向けた方針や施策を

定めるものです。 

計画の期間 

・目標年次、令和５年度(２０２３年度)を基準年に

計画期間を２０年間とし、令和２４年度(２０４２年

度)を目標年次とします。 

 

都市づくりの基本目標 

基本目標１ 暮らしと活力を支える街をつくる

（土地利用・都市機能） 

基本目標２ 公共交通を利用しやすい街をつくる

（公共交通） 

 

龍山 利道会員・小泉 哲也会員・森  克巳会員 

『並木 傑市長、卓話楽しみにしています』 



 
基本目標３ 市民生活や経済活動を支える道路網  

 を強化する（幹線道路） 

基本目標４ 雑木林、水辺など地域の自然を守り 

 いかす街をつくる（自然環境・公園・農地）  

基本目標５ 暮らし続けられる生活環境をつくる

（住環境・交通安全・防犯・福祉） 

基本目標６ 災害から市民を守る街をつくる 

（防災・減災） 

基本目標７ 若い世代に選ばれる魅力のある街を 

 つくる（シティプロモーション） 

 

【施設整備について】 

①大和田三丁目公園 

大和田ファミリープールの代替施設として水遊

び・大型遊具を配置 ⇒地区の魅力活性化、賑わ

いの創出 

②大和田多目的運動場 

調整池としての機能を有する多目的スポーツ施

設として整備 

③保健センター・歴史民俗資料館複合施設 

 老朽化した保健センターと歴史民俗資料館を複 

新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

 委員長  森 克巳 出席報告 ２・３月のプログラム  委員長 増渕 和夫 

★夜間例会の出欠を必ずご連絡下さい   

クラブからの連絡 

出席 １６名 欠席 ２名 

出  席  率 ８８．８９％  

修正出席率 例会取消 
会員数２３名 

（免除者５名） 

Ｒ５.２.２ １６日（木） 夜間例会 「２月度会員親睦会」 

          点鐘：１９時 ベルセゾン ２F Kashiwa 

２３日（木） 祝日による例会取消  

３／２（木） 通常例会 「イニシェーションスピーチ」  

１６日（木） 夜間例会 「３月度会員親睦会」 

          点鐘：１９時 ベルセゾン １F 吉祥 

３０日（木） 通常例会 「会員卓話」 小泉哲也会員 

今後のコロナウイルス感染症を鑑み、拡大防止対策を取り変更することが御座います 

 

合化して移転・整備（令和５年４月開所！） 

④新座セントラルキッズパーク 

緑化推進のため既存樹木を活用 ⇒市域南部の

中核公園として集会所と一体利用 

⑤三軒屋公園等複合施設 

              「資料より抜粋」 

 
故 吉原良一会員のお別れのお知らせ      

 施主様から弔問頂ければ幸いですとのことです   

日時：２月１５日（水）１３時～１５時 

場所：ベルセゾン ２F  受付：１２時   

 

＊誠に勝手ながらご香典ご供花ご供物の儀は固く 

 ご辞退申し上げます 

＊会場の都合により平服にてご来臨下さい 

＊マスク着用の上ご来臨下さい 

＊故人を偲ぶため粗餐の準備を致しておりますの 

 でお立ち寄り下さい 

お別れ会のお知らせ 


