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第 １３３８ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 30年 7月 17日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 山﨑晶弘ＳＡＡ ・発行月日 平成 30年 7月 31日（火） 

 

会長挨拶      高橋護会長 

 皆さま、こんにちは。 

 今日は、映画の話しをし

たいと思います。今回取り

上げる映画は『ローマの休

日』です。１９５３年（昭

和２８年）にアメリカで製

作され、日本では翌年１９

５４年（昭和２９年）に公

開されています。製作から

５０年後の２００３年には

デジタル・ニューマスター

版が公開されています。主

演は言わずと知れたオードリー・ヘプバーンとグレゴリ

ー・ペック。監督はウイリアム・ワイラーです。 

簡単にあらすじを言いますと、各国を訪問中の某国の王

女アンは、最後の訪問国であるイタリアにて、過密スケジ

ュールが嫌になり城を抜け出します。ところがベンチで倒

れてしまい、そこを通りかかったのが新聞記者のジョー・

ブラッドレー。アンを介抱していると、王女であることに

ジョーが気づきスクープにしたいため、ローマ市内を散策。

そのうちに恋仲に近づいていく、と言うストーリーです。 

私がこの映画を初めて観たのは高校生の時でした。今は

映画のＤＶＤは１，０００円くらいで買えますが、昔、映

画のビデオは１５，０００円くらいしていました。買うに

しても簡単に変えるような金額で無かったと記憶していま

す。ところが、私が高校生の時、あるメーカーが映画のビ

デオを３，８００円と言う当時では考えられない価格で発

売しました。最初に発売された映画の種類はそんなに多く

なかったと思いますが、第２弾、第３弾と次々に発売され

た映画の中に『ローマの休日』があり、私の父が発売して

すぐに買いました。 

安くなったらすぐに買うくらい面白い映画なのか、と思

いビデオを観ました。その時は確かにおもしろいと思った

のですが、何となくおもしろい、と言う感じでした。おも

しろいことに理由をつけるのも野暮かもしれませんが。大

学で映画研究会に入り、いろいろな映画を観た後、もう一

度ビデオを観ました。改めて観ると、テンポが良いのと描

写が細かいことかなと思いました。上映時間１１８分のう

ち、ほとんどの時間を二人が出会ってからの二日間に費や

しています。映画でもドラマでも何年、何十年と言う時間

を描写している映画もあります。そうすると、ダイジェス

トと言うか内容が薄くなりがちだと思います。短い時間を

映画にしている事で、細かい描写ができているような気が

します。 

ちなみに、この映画についてすごく最近知ったことがあ

ります。ラストシーンでオードリー・ヘプバーンが演じる

王女アンが着ているドレスは何色でしょうか？答えはピン

クらしいです。あるテレビ番組で画像解析をしたらピンク

とのことでした。 

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．ガバナー公式訪問の当日スケジュール案 

   14時からガバナー面談、15時から例会、16時 10分ク 

ラブ協議会、18時から懇親会を予定しています。 

２．越谷青年会議所より事業の案内が来ています 

   日時 平成 30年 8月 5日（日） 

   場所 イオンレイクタウン KAZE翼の広場 

   内容 みんなでつくろうバスケのまち 

３．地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペのご

案内 

   日時 平成 30年 10月 15日（月） 

   場所 プレステージカントリークラブ 

４．第 31回インターアクト年次大会の開催について 

   日時 平成 30年 8月 18日（土） 

５．『ハイライトよねやま』が来ています 

委員会報告 
■市民まつりについて      小池和義親睦副委員長 

 市民まつり実行委員会より、レンジャーショーの予算が

472,000 円に決まりました。 

■会長ノミニー選出について中村隆雄直前会長（指名委員長） 

 本日の例会終了後、会長ノミニー選出のための指名委員会

を開催いたしますので、会長並びにパスト会長は出席をお願

いします。 

■8 月夜間例会について     田中のり子親睦委員長  

  下記の要領で 8 月夜間例会を開催します。 

   日時 8 月 29 日（水）18 時から 20 時 30 分 

   場所 北越谷駅東口 

   会費 大人 5,000 円 子供 3,000 円 

■クラブ 30 周年について  山﨑晶弘 30 周年実行委員長 

  ・日にちは平成 30 年 5 月 23 日（土）を予定していま

す。 

 ・周年事業は、新たな会員を迎え入れられるような内容を

考えています。 

次月・次週インフォメーション 

7/17 内部卓話 菊地幹事 

7/24 大熊ガバナー補佐来訪 



 ・会場はいくつか候補を考えていますので、後ほど協議を

します。 

 ・組織図は、私のほうで作成します。 

 ・副委員長は、中堅会員の中から選出を考えています。 

卓話              菊地貴光幹事 
 越谷市役所は現在、本庁舎

の建て替えを計画しています。 

 一昨年 4 月の熊本地震で、

市役所の庁舎がつぶれた映像

が流れましたが、つぶれない

までも被害が生じた自治体も

複数あって、現在でも熊本県

内の市役所・町役場のうちい

くつかは仮設のプレハブで業

務を行なっているところがあ

ります。 

 越谷市役所は昭和 44 年に完成し、50 年近くが経過して

います。当時の建築基準法ではもちろん問題がありません

が、現在は耐震基準を満たしていません。東日本大震災で

越谷市は震度 5 弱を記録しましたが、幸い建物に問題はあ

りませんでした。しかし、私が地震の直後午後 3 時過ぎに

市役所に到着した際に目にしたのは、来庁していた市民・

職員・そして市長が外に避難している姿でした。 

 さて、紆余曲折を経て、越谷市は市役所本庁舎の建て替

えを決定し、計画も策定し、実際の工事に取り掛かろうと

しています。 

 この本庁舎建設にあたっては過去にも議会で質問し、市

長から答弁を引き出していますが、6 月議会でも費用総額

や財源について質問しました。ほとんどの議員は財政が分

からないのでこの手の質問はしません。行政側も、財政な

ど都合の良くない話は積極的に広報しませんので、今から

話す財政的な面は、議会で私が質問したことによって議員

も初めて知った、という内容です。 

 さて、総額は約 86 億 8000 万円ですが、これは広報もさ

れています。しかしその先の内訳は私の議会報告のチラシ

以外では、どこにも広報されていません。 

 実際の工事は、まず今年度、本庁舎南側にある平屋建て

の出っ張った部分を解体します。続いて、来年度・再来年

度の 2 か年で、8 階建ての新庁舎を建設します。いま市役

所に車で行くと、藤棚の脇から駐車場に入りますが、藤棚

の通りに面する形の細長い建物を建設します。これの完成

は 2021 年春を予定しています。 

 新庁舎が完成したら、現在の本庁舎から引っ越します。

ちなみに議会は、現在は 4 階に議員控室と議場があり、傍

聴者は 5 階に上がって見下ろす形となりますが、新しい建

物では、議員控室と議場は 7 階に、傍聴席は 8 階に設けら

れます。 

 引っ越しが終わると、現在の本庁舎を解体します。解体

後、新しい庁舎と、現在の第二庁舎を結ぶ形でメインエン

タランスを 3 階建てで建設します。フロアの上は市民が活

動に使う市民協働ゾーンという空間になります。これが完

成するのは 2024年春で、その後、駐車場の再整備を行な

っていきます。 

 建設費用の総額は先ほどお話ししたように、総額約 86

億 8000 万円を予定しています。現在の財政計画では、70

億円以上借金して、15 億円程度基金を取り崩すということ

にしています。 

 実は東日本大震災の前の年に、私は公共施設等整備基金

にもっとお金を積むべき、と議会で提案しました。当時の

基金残高は 3000 万円。市長は積むゆとりがあれば、建物

に特化した基金ではなく、何にでも使える基金（財政調整

基金）に積む、だから公共施設等整備基金に積む考えは無

い、と否定しましたが、翌年震災を経験し、私の提案を受

け入れて公共施設等整備基金に積み増しを始めました。現

在約 23 億円になっています。 

 しかし、とても足りませんし、建物の整備は本庁舎だけ

ではありませんので、全部は使えません。 

 結果、70 億円以上借金をすることになります。建設工事

の進捗に合わせて借りますが、来年度・再来年度で 50 億

円以上を借りる見通しです。20 年間かけて返済しますが、

単年度の返済額は金利込みで最大 4 億円。財政的にはかな

りの負担です。見方を変えると、現在の市民サービスを全

般的に 4％から 5％カットしないと返済にお金が回せない

ことになります。 

最後に、本庁舎建設には多額の費用がかかります。約 101

億円かけて建て替えます、でもお金が無いので実際の工事

は財政の目途が立ってからにします、とこれは平成 27 年

12 月議会の私の質問で市長がそう答弁しました。翌春に熊

本地震が発生して市役所がつぶれるところが続出したこと

を目の当たりにして計画を縮小、現在の形になりました。 

これによって費用総額は 15 億円以上の削減になりまし

たし、将来的な維持管理コストは 15 億×6 倍で 90 億円、

約 100 億円のコスト削減になる、ということになります。 

この、直接的なコスト削減、間接的なコスト削減を、市

民サービスに有効に充てるべきだと、議会でも市長に提言

しましたので、ぜひ皆さんにもご理解を頂きたいと思いま

す。 

スマイル報告 小池和義社会奉仕委員長 

■本日もよろしくお願いします。        高橋護 

■先週は欠席しまして失礼いたしました。改めて一年間よ

ろしくお願い致します。           菊地貴光 

■おそくなってすみません。一応、出席あつかいとして下

さればありがたいです。           浅田修司 

■本日もよろしくお願い致します。関根園長いつも大変お

世話になっております。           小池和義 

■関根園長様いつもお世話になりありがとうございます。

暑い中ご苦労さまです。ご自愛下さい。今後共宜しくお願

い申し上げます。               仲文成 

■今日はことさら暑いですねぇ        山﨑晶弘 

■おおたけ保育園長 関根英子様本日よろしくお願い致し

ます。毎日熱い日が続いております。熱中症に気を付けま

しょう！                 秋元志津子 

■①関根園長様ようこそ。いつもありがとうございます。 

②この場をお借りしまして、皆様 暑中お見舞申し上げま

す。今日も宜しくお願いします。        坪井明 

■暑くて死にそうです。            大野弘 

■大竹保育園々長関根様 ようこそいらっしゃいました。

本日例会よろしくお願いします。       中村隆雄 

■毎日あつい日続きます           武藤正雄 

■西日本３０年７月豪雨にあわれた心より、お見舞申し上

げます。本日もよろしく。          山下良雄 

会員

数 
出免除 出席数 欠席数 MU 出席率 

19 名 6 名 12 名 8 名 0 名 92.3％ 


