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My rotary 登録について

５月２１日の例会記録
◆ お客様
青少年交換留学生

マグナス・トレンカー君

◆ 会長あいさつ
森 勇一会長
皆さんこんばんは、昨年フィリピンに職場を作って
から、家庭の事情で行けなかった。その間にロータ
リーでは何度か行きましたが、会社のほうには行っ
てなくて、先週末に行ってまいりました。金曜日に行
って、日曜日に帰る弾丸ツアーで行ってまいりまし
た。面接に行きました。今度、日本でうちの会社に
採用するメンバーを Facebook で募集をかけました。
130 人くらいの応募があり、一人ひとり面接をしてい
ると短期間では終わらないので、6 人ずつ団体で面
接をやりました。良い人ばかりでどの方も良いな～
と、女性ばかり来たので、ビジュアルで選んでいる
自分がいて、これではダメだ！と、取り合えず、合格
者を 4 名出しました再来月には入管の許可が下りて
来日すると思います。
最終日の夜に時間が空いたものですから、私は
フィリピンでカジノに行ったことがなかったのです！
いつも飯山さんに取ってもらうホテル、パンパシフィ
ックホテルの２階が「カジノ」なのですが、今日は覗
いてみようと思い覗いたら、なんと、ゲームセンター
のようでディーラーが誰もいないのです。全部機械
相手にやるのです。ルーレットにしてもポーカーゲー
ムもこれは面白くないと思い、ホテルを出まして近く
の『リュウモン』という怪しいカジノに行きました。入
ってすぐにカバンを預けろと言われ、リュックを預け
まして、バックの交換券を渡され、２階の会場まで

エスカレーターで上がっていきますと、暗黒の世界
というか、煙が天井からたばこの煙がすごいので
す。カジノで勝負をしているメンバーの顔を見ると、
凄いところに来てしまった！ただ、勝負していかな
いとカバンを返してくれないのではないかと感じまし
たが、システムがわからないのです。お金がどこで
書ければよいのか！しばらく呆然としていました。
ルーレットをずっと見ていました。席がいっぱいなの
で座れないので、人の間から覗くような感じで賭け
ているのを見ていました。ほとんどが中国系の観光
客が賭けていました。全部の番号に張るのです。な
んでこんなことをしているのか、当てることに快感を
覚えているのかとも思いました。ヨーロッパ系の方
は、どういう数字の目が出ているか電光掲示板の
ようなものを見ている。時の運だろうとずっと見てい
ました。席が空いたので１０００ペソ出そうとしたら、
両替所に行ってコインに替えて来いと言うので、両
替所に行ったら、とても混んでいたので、止めろと
いうことなのかと思い、止めてしまいました。
やらないで良かったと思ったのは、誰一人勝ってい
る様子の人がいなかったのです。ブラックジャックに
してもバカラにしても、なんかここは変だな～と１時
間弱くらい何もしないでずっと見学していて下に降り
て行きバックを引き換えて帰ってきました。１人だっ
たということもあり、怖かったということもあったので
すが、良い経験になった！
来期は飯山さんが会長なので、またフィリピンに
誘われると思うので、飯山さんと一緒なら怖くない
な＾私が「リュウモン」を紹介しますので、その際は
ぜひ行きましょう。
本日は風間さんの卓話宜しくお願い致します。
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
TEL/FAX 048-967-5315
PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp

皆さんこんばんは、だいぶご無沙汰しております。すみませんです。3 年前に卓話をさ
せていただいたのですが、早いもので 3 年が過ぎてしまいました。前回は、倫理法今回の
話をさせていただきました。今回は、近況報告と、小さな会社ですが、建設会社をしていま
して、建設関係、住宅部門の話、皆さんご存知とは思いますが、草加市のまちづくりに絡
めて、多少生意気な話も出てしまうかと思いますがさせていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。

草加市の特性
皆さんご存知かと思いますが、本市は、都心から約１５㎞圏、埼玉県の南東部に位置し、中川や綾瀬川の河川
が流れる平坦な低地となっています。
道路交通網として、鉄道は、都心県東部の北部方面に連絡する東武スカイツリーラインが市の中心部を南北に
通っており、通勤・通学の主要な交通手段となっています。道路は外環道路・国道２９８号線が市北部を東西
に、国道４号線が市西部を南北に横断しています。また、市北東部には東埼玉道路も整備され、これらの広域
幹線道路を骨格とした道路網が形成されています。
本市を歴史的に見れば、古くから水田が開墾されて稲作を中心とした横行が行われ、また、中川などの河川を
利用した舟運が発達しました。江戸時代になると、新たに整備された日光街道中に草加宿が整備され、松尾芭
蕉などの文人の足跡がのこされたほか、せんべいなどの菓子類や浴衣染など、地域独特の文化・産業を作り
出してきました。明治時代には東武伊勢崎線が開通し、戦前・戦後から化学や精子に関連する産業などが相
次いで進出してきたことから工業都市へと達展しました。
高度成長期を迎えると、都心から近接する恵まれた交通利便性や草加丸原団地の造成などによって人口が急
増し、新たな市街地が形成されました。一方、草加宿の面影を伝える建造物や街道文化、豊年万作を祝う万作
踊りや五穀陽じょうを祈願して行われる里神雅楽など、地域特有の歴史・文化が息づいており、草加松原は
「奥の細道」に著された風景や往時の風致景観を現代に伝えているとして、平成２６年３月に国指定名称「おく
のほそ道の風景地 草加松原」に指定されました。また、中川や綾瀬川の緑地・水辺空間など、水とみどりの
貴重な空間を形成している地域があり、都市空間にも緑豊かな自然環境が残されています。
・昭和３０年
町村合併により、草加となる。（草加町・谷塚町・新田村）
・昭和４２年
国道４号線全面開通
・昭和４３年
人口１０万人突破（県内で８番目）
・昭和６１年
台風１０号により１０，５３１世帯が床下浸水、２，１３２世帯が床上浸水の被害に見舞われる。
・平成元年
人口２０万人突破 東埼玉道路の建設事業着手
・平成１１年
草加市都市計画マスタープラン策定 草加市緑の基本計画策定
・平成２０年
市政施行５０周年 草加市都市計画マスタープラン（市街化調整区域編）策定
草加市景観条例施行
・平成２９年
松原団地駅を獨協大学前＜草加松原＞駅に名称変更

地区の外観
レーダーチャートで草加市を１１の地域に分けて、「人口・世帯・防災」に分けて作ってあります。これを見たとき
に面白いと思ったのですが、１６年後の平成４６年度のデーターになっています。（令和になりましたから令和１
６年）新田西部から始まり谷塚東部まで１１地域、チャートの数字は色々ありますが、偏差値で表しているそう
です。平均が５０で、５０以上のもの、５０以下のものと表しています。
例えば、草加川柳地域は、３３になっていると思います。この地域は、耐震性のある建物は少ないと泡らしている
ともいます。また。草加稲荷を見ていただくと水害２４．２、水害に弱い地域、草加安行６４，１、これは０歳から１
４歳までの人口比率が高い、全国的にも高く、若い人口、子供が多い地域！レーダーチャートを見ていきます
と自分が住んでいる地域の特性が合われていますので自分の地域はどうなのかを見ていただければ、興味深
いものになるかと思います。

住宅政策方針
人口減少社会や超高齢化社会を迎え、ますます増加していく高年者が住み慣れた地域で障害を送れるような
住まいづくり、また、人口減少を抑制するために子育て世代にとって魅力的な住まいづくりが重要となってきま
す。このため、高年者・子育て世帯、住宅確保要配慮者など、だれもが安心して暮らせる魅力的な住環境を整
備することを目指し、官民の連携を視野に入れた総合的な住宅政策を進めます。
また、住宅政策の展開に当たっては、将来的な過剰供給を防ぎ、既存の住宅ストックや空き家などを上手に
利活用しながら、多様化する住宅ニーズに合った住まいが供給できるよう、各地区の状況・課題・人口予測に
基づいて戦略的に取り組みます。
さらに、住まいづくりを起点とした魅力的な街づくりも推進していきます。なお、本校で示す方針は、「住生活基
本計画（全国計画）」及び「埼玉県住生活基本計画」の考え方を踏まえ、平成９年に制定した「草加市住宅マス
タープラン」に引き継ぎ形で本市の住宅政策の方針を示すものとします。

方針１

安心して暮らせる住まいづくり

１．現況・課題
・少子高齢化に対応して高年者や子育て世帯が安心して暮らせる魅力的な住まいを整備、バリアフリー多、ヒート
ショック対策の施された高年者向けの住宅の供給が不足しています。
・子育てにとって必要な広さや質の住宅を確保するための、子育て世帯に対する支援策が不足しています。
・自宅の身近な場所で、高年者福祉サービスや子育て支援を受けられるような地域拠点が必要です。

方針２ 既存住宅を生かした住まいづくり
既存住宅を生かした住まいづくり、上手に利活用しながら多様化する住宅ニーズに合った住まいの供給を進める。
１．現況・課題
・老朽化したマンションがあり、その中には区分所有者の合意形成の難しさから耐震化や建替えに課題のあるマン
ションもあります。
・空き家が発生しており、ライフステージなどに合わせて住替えを促していくため、既存住宅の流通の仕組みを構
築していくことが必要です。
２．改善に向けた具体的施策
市内でも、人口減少などにより空き家が増加しています。また、耐震化や建替えのため、合意形成に困難のある
老朽化マンションも増えつつあります。こうした状況から、これから住宅を増やしていくのではなく、今ある既存の住
宅や空き家を安全で質の良い住宅に更新するなど、既存のストックを度尾ようにして利活用していくかということが
重要となっています。このため、既存の住宅を家裁に強く、高年者にとっても住みやすいものとするように、耐震補
強や長寿命化、リフォームの促進、マンション移住者御合意形成の促進を進めていきます。また、空き家について
は、適正管理や情報提供、他の用途への転換などを進めていきます。
かつて家族で暮らしていた住宅に高年者が一人で暮らしている状況がある一方で、ファミリー世帯が適正場広さ
の賃貸銃隆右を確保できないなど、住宅の需給にミスマッチが生じています。このため、ライフステージの変化に
伴い，必要な時に必要な大きさの住宅に住み替えができるよう、住宅ニーズと既存住宅のマッチングを図るため、
既存住宅の活発な流通を進めていきます。
既存ストックの耐震化・長寿命化の促進、当社でもよくやっています。今草加市では、最大５５万円の補助金が出
ます。耐震補強工事は、大体３０坪の住宅で、当社の場合ですが、２００万円くらいの工事費がかかります。その中
の５５万が草加市に申請していただければ補助していただけます。１５０万円くらいで耐震補強ができます。今耐震
補強工事、草加市で力を入れております。地震が来た場合、草加市住民の命を守ることが大事、町の火災、が起
きると大損害、大きなお金がかかるということで、住民の命と火災を考え力入れているようです。
手すりを階段に付けたり、バリアフリーということで段差をなくす工事も多くなっております。２０万円くらいを上限に
８割くらい市の補助金が出るようになっています。月に何件も工事をさせていただいております。
マンションで一人暮らしをされている方が大変多いです。民生委員の方から、台風などが来ると、お金はないけど、
雨漏りしているようだから見てほしい、行くと高齢の方一人暮らしの方多いです。その方々が増え、また空き家の
発生予防や措置などが草加市で行われるようになっています。当社風間工務店も耐震・高齢者・お子様にやさしい
住宅作り、冬暖かく・夏涼しい少エネルギー住宅を心がけています。何かございましたら宜しくお願い致します。

開催日 ５月２７日（月）
場所
千代田カントリークラブ
参加者 森 勇一会長 二階堂祐司幹事
田中和郎会員 長谷部健一会員
横山正一会員

皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます。
マグナス君の最終のオリエンテーションがあります。６
月１６日日曜日、大宮「パイオランドホテル」です。
留学生最後のオリエンテーションで、日本に来てから
の総決算として発表してくれます。
マグナス君は９番目なので、持ち時間１０分ということ
で３時過ぎと思います。ホストファミリー、会長・幹事・
カウンセラーということなのですが、私は社員旅行で
行けないので会長は参加してくれますが、
お時間のある方は、是非行ってあげてください。
マグナスが面白い発表をしてくれると思います。マグナ
ス君の最後の晴れ舞台です。宜しくお願い致します。

皆さんこんばんは、今週から中間テストありますから勉
強した。むずかしい、英語のテスト受けます。
来週は体育祭が金曜日にあります。みんなとクラスで
頑張りました。むずかしいです。日本はあと 2 か月いま
すが、寂しいです。
来年、家族と東京オリンピック
の時、2 週間くらいきます。
楽しみです。
家族は日本語しゃべれない
ですけど、楽しみです
いつでも宜しくお願いします。
ありがとうございました。

皆さんこんばんは、大口補助金の審査の結果、3,000 ㌦で申請いたしましたが、申請金額より、1,000 ㌦減額
にはなりましたが、通過いたしました。110 円の換算ですと 22 万円になります。先日行いましたプレゼン内容につ
いて報告させていただきます。

計画名 ： 『ピントンブカウェ高校水供給計画』
2770 地区の草加松原 RC とフィリピン 3800 地区のマリキーナイースト RC との共同事業になります。
１．目的
この計画は、現在、水源が雨水の貯水しか無い 465 名生徒が在籍するフィリピン、ピントンブカウェ高
校で、隔地の井戸から揚水、パイプによる接続引き込みにより、水を確保することを目的とする
２．実施日 2019 年 8 月 15 日～2020 年 3 月 31 日
３．場所
サンメトロ リザル山の中腹、行くまでに直線距離にして 40 キロ行くには 4 時間くらいかかります。
４．受益者 日本でいう中学・高校を全部含めて high school ということです。
グレード７～１２（日本の小学校 6 年生～高 2 くらい）年齢は家庭の事情によりまちまち 20 歳くらい
の子もいる
５．効果
現在、この高校で水は、雨水の貯水のみで、水源が無く気温が高いため、枯渇する。
生徒や教師たちが水を汲みに険しい山道を上り 30 分ほどかけ遠隔地の井戸で水を汲みだし運ん
でいる。 険しい山道は、足元が悪く滑りやすく危険で、
山道にはデング熱を媒介するデング蚊が生息し、生徒や教師達
への負担は、とても大きい。
遠隔地にある井戸を整備し、そこから揚水し、パイプで引き込み
高校で水を確保することで教師や生徒たちは、危険な山道や
デング蚊から解放される。その重労働やデング蚊からの解放は、
教育・安全・衛生面で有益であり効果は、計り知れない。
今回、2000 ㌦獲得できました。減額分の 1000 ㌦についての負担は、今後
理事会で検討し、とマリキーナイースト RC と事業内容も再検討して行きたいと
思います。
5 月２１日
金額

ニコニコＢＯＸ

19,000 円

5 月２１日
会員総数
43
出席免除
6
出席適用
37
森
勇一会長
二階堂祐司会員
会田小弥太会員
飯山 英彦会員
牛山 信康会員
大久保雄司会員
川井 大輔会員
勝浦 雅和会員
加藤 芳隆会員
風間 利高会員
鈴木 秀世会員
田中 和郎会員
長谷部健一会員
山崎 秀美会員
来栖 勝幸会員
福本 孝昭会員
横山 正一会員
松田 龍美会員

累計

682,000 円

出 席 報 告
出席
18
ＭＵ
1
出席率
51.35.

今後のプログラム
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誕生祝・結婚祝
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親睦旅行に振替え（9・10 日）

レセプション
箱根

風間さん本日はお忙しいところ、ありがとうございます。卓話楽しみにしております。
風間会員卓話楽しみです。
風間利高会員卓話楽しみにしております。
風間利高会員、卓話ありがとうございました。
今日麻酔して抜歯しました。これで自分の歯は、18 本です。
32 分の 18 となり、残っている歯を大切にして歯磨きに励んでいきます。
風間会員の卓話楽しみです。
風間会員卓話ありがとうございます。楽しみにしています。
7 月 13 日にアビリンピック埼玉大会が所沢であります。障がい者技能競技会です。
3 連休の初日ですが、来てみて下さい。
今日は風間利高会員の卓話を楽しみにしています。宜しくお願いします。
本日は宜しくお願い致します。
ご無沙汰しています。風間さん卓話宜しくお願い致します。
我々の地区では、恵みの雨でした。風間会員卓話ありがとうございます。
今朝の雨でマグナスを学校まで送り、その後ビショビショに濡れてスーツを着替えました。
風間会員の卓話を楽しみに来ました。
風間会員卓話楽しみです。
ラッキー久しぶりの参加でロータリー会員であることを再確認しています。
このところ欠席が続きすみませんでした。
風間会員卓話ありがとうございます。
先週は日～火まで山形の銀山温泉に妻の兄弟夫婦 6 人で旅行してきました。
天気にも恵まれて楽しかったです。
風間会員卓話楽しみにしています。

