
第２２２９回夜間家族例会報告議事録
日時　２４年１月１０日（火曜日）
場所　鈴木屋本店
時間　１８：３０点鐘

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	我孫子市長　星野順一郎様

1月は「ＲＣ理解推進月間」です

２７名出席　（全員で２７名）出席率１００％
渡辺出席委員長出席報告

　あけましておめでとうございます。のちほど名誉会員であられる星野我孫子
市長にご挨拶をしていただきます。どうぞよろしくお願い致します。
　今日は新年会においでいただき、ありがとうございます。
　昨年６月末に会長を引き継ぎ、あと半年になりました。
　昨年は私は体の変調を来たし、８月に市の検査で不整脈が激しいとの結果
が出て、松戸の新東京病院に行き、１１月２９日に入院しました。ゴルフと家族
例会に参加したかったのですが、参加できず申し訳ありませんでした。

　２月１６日のＩＭ、４月１９日の１０分区ゴルフ大会と合同例会、５月６日〜９日にバンコクで国際
大会が開催されます。国際大会にもできれば皆様参加していただきたいと思います。
　３月１１日に大震災が起こりましたが、まだ、津波の影響が残っています。先日、仙台の名取に
行ってきました。タクシーの運転手さんから聞いたのですが、仙台空港のそばの民家の人達はここ
までは来ないと思い、家に残っていて津波に家ごと流されたそうです。まだ見つからない方もいる
そうです。この災害をきっかけに、いろんな考えを変えて行ったらいいのではと思います。
今日はありがとうございました。

志賀会長会長挨拶

　あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
２月１６日（木）に第１０分区合同例会及びＩＭがザ・クレストホテルにて開催さ
れます。３時から登録開始です。全員登録になっておりますので、出席の方を
よろしくお願いします。

米田幹事幹事報告

次年度2012〜2013年度ガバナーエレクトより行事日程が届きました。
会長エレクト研修セミナー	 2012年	3	月31日	9:30〜17:30	ホテルニューオータニ幕張
地区協議会	 2012年	4	月30日	9:30〜16:00	アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張
地区大会記念ゴルフ	 2012年	9	月24日		 鷹之台カンツリークラブ
地区大会	 2012年10月20日	一日目	 ホテルザ・マンハッタン
地区大会	 2012年10月21日	二日目	 森のホール21

丸田会員行事日程

あけましておめでとうございます。
今年は６月の２２日〜２４日ハワイのアラモアナＲＣの４０周年式典があります。
皆様ぜひともご参加いただければと思います。

小池親睦委員長親睦委員会報告

　あけましておめでとうございます。今日はロータリーの新年会にお招き頂きま
して、本当にありがとうございます。
　おかげさまで１月の市長選挙で二期目の当選をさせていただきましたが、
一月半すると３月１１日の東日本大震災の日がやってきます。布佐地区を中心
に我孫子市も被災地になりました。布佐以外でも大なり小なり被害がありまし
た。いまだにアパート、避難所生活をしている我孫子市民もいらっしゃいます。
原発事故では我孫子もホットスポットと言われ、避難しなきゃいけないのかと

か、我孫子の野菜は危ないから食べちゃいけないのか等、風評被害も含め、まだまだ影響が続い
ている状態です。
　まだまだ厳しい経済状況ですが、仕事がないと言っていた業界の方々が急にそう言わなくなっ
たのが、３月１１日以降だなと思います。震災特需のような形も分野によっては出てきています。我
孫子では液状化現象による土木関係の工事を随分発注しています。市では震災関係で１８億円
の予算を出しております。その内の１０億円が国の方から出ております。
　放射能関係についても２億円の予算を組んでおります。１月からは国の方も本格的に財政支援
をすることが決まっています。我孫子市は放射能汚染の重点調査地域の認定を年末に受けたば
かりです。今現在、公園の除染は着手されていますが、小学校の本格的な除染工事は着手された
ばかりです。
　我孫子周辺の市町村では焼却灰に高レベルの放射性物質が含まれているとのことで、アップア
ップしています。我孫子の焼却灰は３,０００〜５,０００ベクレル程度なので、埋めることもでき、他
の場所でも引き受けてくれる所があります。ただ、我孫子市内には剪定枝木が大量にたまっており
ます。道路側溝の土砂もたまっております。県の方から、布佐高校のそばに全て一時保管してはど
うかと提案がありましたが、市民感情として納得していただけないと、今、平行線をたどっている
所です。
　今、平成２４年度の予算編成の最中ですが、２月１日に臨時議会をお願いして、布佐の復興対
策、放射能関係の補正予算を組む予定です。一番大切なのは、放射能関係対策と、震災の復興
関係の予算をしっかり取り、対応することです。業者の数を把握しながら工事をすすめて行きま
す。
　放射能は目に見えないし、においもわからなく、非常におびえる若いお母さん方が大勢いらっし
ゃいます。どっしりと構えていらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。みなさんに何とかわかっても
らえるような対策をしていきたいと思っております。
　校舎の耐震補強工事については全部の学校を昨年夏に２年前倒しで終えることができまし
た。体育館については今も３校発注しました。４つの学校の体育館がまだブルーシートがかかっ
たままです。２つの体育館の床はゆがんでいますが、卒業式、入学式が終った後に、工事を発注
する予定です。
　子ども達への対策については、ワクチン、中学３年生までの医療費補助拡大、待機児童対策に
この春からめばえ幼稚園に認定子ども園を設置させていただき、我孫子の北口に保育園を誘致
しました。
　市役所の隣、市民会館の跡地には病院を誘致することが出来、今年の１２月頃には完成する予
定です。市内で６つ目の救急病院です。小児科を含めた救急病院になります。
　１００人規模の老人ホームも誘致することができました。グループホームも含め、要介護老人の
予算編成をしている所です。
　健康寿命を伸ばすための高齢者政策も打って行きます。高齢者の肺炎球菌ワクチンの補助を
６５歳以上に拡大できるかどうか検討させていただいています。来年には４人にひとりが６５歳以
上の高齢者になります。なんとか高齢者を支えられるような町にしたいと思っています。
　我孫子市は成田線沿線の地域の交通が不便なために、人口が常磐線の西側に偏っておりま
す。皆さんのお知恵をお借りしながら、我孫子の町全体が元気になるように努力したいと思ってい
ます。
　昨日の新聞に千葉県の人口減少の記事が出ていましたが、我孫子市も震災や放射能の影響で
確実に人口減に入りました。なんとか若い世代が外に出ないよう、もっと多くの方に住んでもらえ
るような政策展開をがんばって進めて行きたいと思っております。何卒、皆様にもご理解ご協力を
賜ればと思っております。
　ロータリークラブの益々の発展と皆様方のご健勝を祈念して挨拶とさせていただきます。

我孫子市長　星野順一郎様ご挨拶
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Vol.４７　No.２３　平成２４年１月１７日号

ロータリーの友　事務局	 ホームページ	 www.rotary-no-tomo.jp
	 メールは	 web@rotary-no-tomo.jp

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。
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