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点鐘・開会宣言・歌唱 第１６例会記録(プログラム)
【第３１回 ２月２１日(木)】

会員卓話「お米の話」 田中 薫会員

皆様は田植え､稲刈りの経験はお有りと思います｡
普通田植えは4月～5月初旬､稲刈りは9月～10月の初旬

(沖縄地方では8月の初旬から中旬)で､最近では1年に同

一の耕地で2回別の種の作物を作る二毛作はあまり行わ
れていない様です｡お米は田植え､稲刈り､そして3週間

自然乾燥(天日干し)して脱穀され玄米に成ります。

口に入るのは精米された白米です｡米の美味しい状態
は農家の作る天日干しで水分が14％～14,5％で､ご飯を

炊く前に精米して炊いていただくと最高ですが､最近で

は火力乾燥で水分管理されています。
さて米の品種は4～5百種類あります｡その中で上位の

品種はｺｼﾋｶﾘ､ひとめぼれ､秋田小町､ﾋﾉ ﾋｶﾘ､きららなど

が有り､この品種が販売の64％にもなります｡
米を美味しく保存する為には､小分けして密封して､

冷蔵庫に保存しておく事､少量ずつ購入する事です。

美味しい炊き方は､この次の卓話でお話します｡

お客様
＊2月28日(木)
斉藤たかみ様(神奈川県議会議員) 2/28卓話者
宝 音図様(米山記念奨学生)

報告
◆ 理事会報告
１．3月のｽｹｼﾞ ｭｰﾙ

3月 7日(木) 卓話 鈴木良一ｴﾚｸﾄ 定例理事会
14日(木) 卓話 長戸はるみ様

ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞ ﾅｰ補佐 川崎高津南RC
2 1日(木) 卓話 鈴木伸一様 川崎西RC幹事
28日(木) 花見ご夫人ﾃﾞｰ 夜間例会

２．年末家族会 決算報告の件 承認されました。
３．職場訪問または旅行の件 5月か6月に予定
４．花見ご夫人デー 3月28日(木) 親睦活動委員会
５．養護学校慰問の件 5月30日(木) 

打楽器ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾊﾟﾙ ﾌｪ 出演料10万円
６．名誉会員の件 持田裕弘会員、木嶌士郎会員
は退会時お孫様ご子息様入会

◆奉仕5団体ｺﾞ ﾙﾌｺﾝﾍ ﾟ 田中 薫ｺﾞﾙ ﾌ同好会会長
日時：4月2日(火)場所：川崎国際生田緑地ｺﾞﾙﾌ場
◆米山奨学生報告 石川演慶米山ｶｳﾝｾﾗｰ
宝音図君の博士論文は順調に進んでおり､日本国
際情報誌に寄稿した｢内ﾓﾝｺ ﾞﾙ東部地域における大
躍進運動の問題点｣と桐蔭論叢に寄稿した｢中国に
おける民族区域自治制度に関するいくつかの問題｣
を会員に披露してくれました｡又日頃のﾛｰﾀﾘｰ会員
に感謝を表する為､奥様から民族雑貨のﾌﾟﾚｾﾞ ﾝﾄが
ありました｡

祝慶事
＊会員誕生日 田中 薫会員 2月 3日

伊藤寿一会員 2月16日
＊入会記念日 石川演慶会員 平成5年2月18日
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2月21日 28 26 16 10 6 2 % 8 5 88 %

2月28日 28 26 18 8 69% 12 10 92%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

2/21 10 10,000 280,000 300,000 93%

2/28 12 16,000 296,000 300,000 99%

2/21 10 10,000 292,000 500,000 58%

2/28 13 17,000 309,000 500,000 62%

2/21 10 11,000 407,000 800,000 51%

2/28 14 19,000 426,000 800,000 53%

2/21 9 9,000 343,000 600,000 57%

2/28 12 16,000 359,000 600,000 60%
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クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 福島 徹 石川演慶

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆2月21日(木)(順不同､敬称略)

茅根正之 田中薫会員､卓話楽しみにしておりました｡

よろしくお願いします｡

◆2月28日(木)

茅根正之 斉藤たかみ先生､よくおいで下さいました｡

卓話よろしくお願い致します｡

安原正洋 ご無沙汰しています｡先日高津ｻﾛﾝに出席し

ました｡例会にも出席出来るようにしたいと思います｡

【第３２回 ２月２８日(木)】
卓話「新人県会議員の活動について」

神奈川県議会議員 斉藤たかみ様

《ﾌﾟﾛﾌ ｨｰﾙ》
生年月日：197 7年2月11日（高津区出身 36歳）

最終学歴：早稲田大学大学院政治学研究科卒

会派役職：みんなの党県議団筆頭政調副会長
所属委員会： 神奈川県予算委員会、県民企業常任委

員会、社会問題対策特別委員会

神奈川県環境審議委員会

本日はお招き頂きありがとうございます｡この様に正

式に講演を行うのは初めてです｡先ほど私のﾌﾟﾛﾌｨｰ ﾙが
紹介されましたが､補足しますと皆様ご承知の前県議会

議員斉藤ゆうきの長男です｡皆様より顔が大分違うけど

本当の親子？と良く聞かれますが､実の親子です。
2年前みんなの党で立候補し初当選させて頂ました。

議員一年目ですので色々勉強中であります｡良く聞かれ

る質問として議員活動があります｡年間の議会は120日
ですのでその他245日が自分で決める予定となりますが

､1月2月は各種団体の新年会に参加｡2月下旬より議会が

始まり3月まであります｡4月は暇な月となりますが5月
より7月まで予算委員会があり､8月9月は視察を行い10

月に議会11月に視察とこんな１年間であり多忙です｡

みんなの党県議団の特徴は

１．随一の知事野党
２．特定の団体企業から支援支持を受けない

３．新人議員が15名中13名と言う事です｡

知事野党とは自民党､民主党､かながわｸﾗﾌﾞ ､公明党､

県政会が相乗りで黒岩氏を推薦している中で､わが党が

政策としている｢知事の退職金の減額提案｣に黒岩氏が
賛同しなかったと言う理由よりこの相乗り推薦に参加

しなかった党と言う事です。

議会は大きく分けて代表質問､一般質問､討論となり
ます｡代表質問は主に党の代表として党の政策に関連し

て質問します｡一般質問は選挙住民の抱える問題等､討

論は知事の予算､政策に対し討論を行います｡みんなの
党の議員は新人が多いので､１年生議員でも代表質問等

の大役が回ってくる状況です｡今年度の成果としては議

員報酬削減に成功しました｡目的の30％には届きません
が今年4月より月給与7％賞与5％が削減され､議員全体

と見ると年間１億円以上の削減となります。
尚､川崎市は政令指定都市でありますので市独自の予

算､政策で行政を行っています｡然しながら県として､公

安警察､教育予算等は市の行政に関わっていますので､
川崎市住民に於かれては何か問題がある場合､県会議員

である当方にご相談頂いても､お役に立つものと思って

おります。


