
第２２０４回例会報告議事録
日時　２３年６月２８日（火曜日）
場所　鈴木屋本店
時間　１８：３０点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	星野順一郎我孫子市長ご夫妻

　いよいよこの日がやって参りました。大変嬉しく思っています。
１年間の私の目標として、楽しいロータリーにしようと思ったのですが、始めた
途端に７月に市政４０周年式典への参加という話が舞い込んで来て、会長にな
ると色んな行事に出席しなければならないんだなあと思いました。
　今年はいろんな事がございました。悲しい事は小野さんを亡くした事です。
我孫子ＲＣの４５周年記念式典もありました。年が明ける頃、豊原ＲＣの５０周
年式典の話が入ってきました。どうしようと右往左往していた矢先、３月１１日

に皆さんご存知の通り、東日本大震災がありました。未曾有の震災になりました。国中あげて、こ
ういうことの対応に慣れておらず、良い事、悪い事いろんな事がありました。
　義援金については、我孫子ＲＣは我孫子市へ１００万円、２７９０地区へは１０万円の寄付をさせ
ていただきました。豊原ＲＣからは５０万円寄付していただきました。これも我孫子市へお届けしま
した。今日は市長さんがお見えです。のちほど感謝状をいただいて、豊原へ送る予定です。
　想定しない事が多々起き、レンゲまつりも中止せざるを得ませんでした。こういう難題が起きた時
にも、各会員の皆様が協力的に考え、一致団結していただき、感謝しております。一年間大変お世
話になりました。

塩毛会長会長挨拶

　今日は塩毛会長の最後の例会ということでお邪魔させていただきました。
　日頃から我孫子ＲＣの皆様には我孫子市政運営にご尽力いただき、このたび
は我孫子ロータリーだけでなく豊原ＲＣからも我孫子への寄付をいただき本当
にありがとうございます。
　３月１１日の東日本大震災を受けて、我孫子も液状化が起き、被災地として
認定されるために、あちらこちらを右往左往かけあいをしてきました。あの状
態から復興するには、我孫子市だけではとてもじゃないけれども元に戻るわけ

がありません。まずは、国に被災地として認定してもらわなければなりませんでした。おかげさまで
３月２４日に被災地として認定されてからは、マスコミ各社が我孫子や浦安にテレビカメラを持ち込
んで、取材をしていただき、我孫子が被災地と言う事を十分知ってもらう事ができました。そのお
かげで、義援金が現在３千５００万を超えております。国等からも市町村としての見舞金が１億７、
８千万来ています。災害の復興のために使える事になりました。
　我孫子の被災は約７５％が布佐であります。市の公共施設も損害を被りました。損害額は公共施
設だけでも約２５億です。復旧はそろそろ終わり、そろそろ復興に向けて、被災された地元の方 と々
意見交換させていただきながら、こういう方法でいいかどうか確認させていただきながら、動かざ
るを得ないかなと思っております。
　３月２１日にこの地域に雨が降り、それ以降、放射能が高くなっています。その頃は０.２〜０.４
マイクロシーベルトでそれほど心配する数値ではないとお話しさせていただいたのですが、名古屋
のある教授がここ統轄地区はホットスポットだとインターネットで話し始めてから、統轄地区は注目
を浴びるようになりました。最近の週刊誌では柏・流山から避難した方がいいなんていう言い方ま
でされまして、頭を痛めている所であります。
　我孫子市内では６０ヶ所ほどの小中学校、幼稚園、保育園、主立った公園等で計測しております。
だいたい高い所で０.５〜０.６で、湖北辺りが０.２、布佐は０.３、天王台の北側が０.５〜０.６マイ
クロシーベルト出ています。これを単純に計算しますと、年間２.４〜３.２ミリシーベルトです。
　自然放射線量は日本平均は１.５ミリシーベルトで、世界平均は２.４ミリだそうです。それにプラス
１ミリシーベルト上乗せしないように努力しましょうというのがＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）の
目標です。ですから、それほど心配するほどではないのです。
　それを心配するなら、まず飛行機に頻繁に乗らない事。あるいは、かこう岩のみかげ石で塀な
んてとんでもありません。みかげ石は非常に自然放射線を出す石です。銀座にみかげ石が多く使わ
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れていますので、銀座でブラブラ歩くのはとんでもないということになります。また、レントゲン室や
そのまわりは普通に０.５マイクロシーベルトは普通に出る数値です。ですが、若いお母さん方がヒス
テリックに「自分の子どもがガンになるのでは？」と心配なさっています。今の放射線量であれば、
普段の食生活を改善すること、たばこを止める事の方がガンの発生を押さえられます。皆様方にも
是非とも冷静に対応していただければと思います。市としても定期的に市内を数値を計らせていただ
いており、０.５以上出ている所は草を刈ったり、土についてもせめてトンボをかければと対応を考え
ております。７月には放射能についての市民向けの講演会を予定しており、どういう数値の時はどう
すれば良いか等を含めて対応していこうかと思っております。
　今の数値であれば、一番心配なのは農作物が売れなくなっているという事、我孫子の農家がつ
ぶれてしまう事です。野菜も当然検査をしております。あまり低いと数値が出ず、現在は計測しても
数値が出ない状態です。
　ぜひとも皆様方にも冷静に対応していただきたいと思います。これからもご協力いただければと思
います。

星野我孫子市長より７、８、９月の計画停電についての質問への回答
被災地ということで、我孫子市は計画停電の対象外になっています。
ただ、東京電力から午後１時から４時の節電は協力をお願いされております。役所関係、約３０度ま
でエアコンをつけませんので、暑くなりますが、ご理解をいただければと思っております。
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例会風景
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星野順一郎我孫子市長ご夫妻

星野我孫子市長より豊原ＲＣと我孫子ＲＣへ我孫子市災害復旧への義援金の感謝状授与
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２７名出席　出席率１００.０％
塚田出席委員長出席報告

　幹事をさせていただいて、この一年間あっという間に過ぎたような気がするの
ですが、会長の支えになったかどうか定かではありません。野田ＳＡ、松本親睦
委員長、台湾に出席していただいた上村団長等に支えられながら過ぎた１年間で
した。ありがとうございました。

小池幹事幹事報告

鈴木会員、結婚３５周年とお誕生日おめでとうございます。

鈴木会員より挨拶
「今日は家内が一緒に来る予定だったのですが、家内の父親が９０になり
まして、昨年１１月に家内の母親が逝き、その後だいぶ手がかかるように
なり、今日は家内が来れず申し訳ありません。３５年もった秘訣はすべて
家内のおかげであります。それなのに、文句ばっかり言ってる私がいまし
て、反省しきりであります。先輩方どうぞ奥様方を幸せにする手ほどきを、
よろしくご教授の程お願い致します。ありがとうございました。」

小野会員、結婚５０周年、金婚式おめでとうございます。６月１日に他界されましたが、金婚式の記念
品を小野会員に用意しておりました。奥様にお渡ししたいと思います。

小野会員夫人より挨拶
「４月の例会の後、元気だったので心配していなかったのですが、翌日の
朝、気持ちが悪いということで、救急車で協同病院に行きました。６４
歳から色 な々病気をしており、全体的に機能が落ちていると言う事でＣＣ
Ｕに入りました。５月の連休に一般病棟に移されましたが、またＣＣＵに
戻されました。頭はしっかりしていたので、帰れるのではと思っていたの
ですが、６月１日に苦しみもしないで逝きました。塩毛会長には申し訳な

かったのですが、ロータリーの方で委員長をやっていただきました。昭和５９年から入れていただいて、
ロータリーに出かけるのが楽しみだったようです。
　５月２２日が５０周年だったので、お祝いする予定でした。通夜、告別式では大変お世話になりました。
ありがとうございました。」

松本親睦委員長親睦活動委員会報告

会長・幹事　新旧交代式

志賀次年度会長へ
バッジと襷の交換 志賀次年度会長 志賀次年度会長より

塩毛会長夫人へ花束贈呈

米田次年度幹事より
小池幹事夫人へ花束贈呈

新旧会長
がっちり握手

米田次年度幹事へ
バッジと襷の交換

塩毛会長・志賀次年度会長・米田次年度幹事・小池幹事

　このバッヂとたすきの重さで、一年間やるのかなあという気持ちになります。
１０年少しになりますが、本来の動機は、ロータリーに昼飯を食べに来て、皆
さんと楽しい交流を持つという事でした。初めのうちは役が当たらないように休
んでばかりでした。それが本音でした。
　２、３年前に鈴木会長の時に幹事をやらせていただいて、ロータリーって何だ
ろうと少しずつ積極的に参加するように心がけました。でもまだ私なんかはロー
タリーのロがようやくわかったかなと言う感じです。まだまだ未熟でございます。
皆様方のご協力をお願いしまして、これから一年間務めさせていただきます。
よろしくお願い致します。

志賀次年度会長ご挨拶

　幹事と言う事で突然お話をいただきましたが、ロータリーを知る良い機会になると思いますので、
一生懸命、会長の支えになるように一年間がんばりたいと思います。ロータリーをまだ全然わかって
いませんので、どうぞよろしくお願い致します。

米田次年度幹事ご挨拶
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んで、取材をしていただき、我孫子が被災地と言う事を十分知ってもらう事ができました。そのお
かげで、義援金が現在３千５００万を超えております。国等からも市町村としての見舞金が１億７、
８千万来ています。災害の復興のために使える事になりました。
　我孫子の被災は約７５％が布佐であります。市の公共施設も損害を被りました。損害額は公共施
設だけでも約２５億です。復旧はそろそろ終わり、そろそろ復興に向けて、被災された地元の方 と々
意見交換させていただきながら、こういう方法でいいかどうか確認させていただきながら、動かざ
るを得ないかなと思っております。
　３月２１日にこの地域に雨が降り、それ以降、放射能が高くなっています。その頃は０.２〜０.４
マイクロシーベルトでそれほど心配する数値ではないとお話しさせていただいたのですが、名古屋
のある教授がここ統轄地区はホットスポットだとインターネットで話し始めてから、統轄地区は注目
を浴びるようになりました。最近の週刊誌では柏・流山から避難した方がいいなんていう言い方ま
でされまして、頭を痛めている所であります。
　我孫子市内では６０ヶ所ほどの小中学校、幼稚園、保育園、主立った公園等で計測しております。
だいたい高い所で０.５〜０.６で、湖北辺りが０.２、布佐は０.３、天王台の北側が０.５〜０.６マイ
クロシーベルト出ています。これを単純に計算しますと、年間２.４〜３.２ミリシーベルトです。
　自然放射線量は日本平均は１.５ミリシーベルトで、世界平均は２.４ミリだそうです。それにプラス
１ミリシーベルト上乗せしないように努力しましょうというのがＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）の
目標です。ですから、それほど心配するほどではないのです。
　それを心配するなら、まず飛行機に頻繁に乗らない事。あるいは、かこう岩のみかげ石で塀な
んてとんでもありません。みかげ石は非常に自然放射線を出す石です。銀座にみかげ石が多く使わ

星野我孫子市長ご挨拶

上村晃一会員　飯島会員　塚田会員 米田会員　上村晃一会員

小池幹事　塩毛会長 湯下会員　栗原会員　星野会員

野田会員　鈴木会員　上村文明会員
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。


