第２４６４回例会報告議事録
日時 ２９年２月１４日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「我らの生業」
ビジター : なし
ゲ ス ト : 我孫子市長 星野順一郎様
オブザーバー：熊田雅弘様
S . A . A . : 高島会員

会長挨拶

鈴木会長
今日は市長をお迎えして卓話をたっぷりとしていただきます。その前に少しお話
しさせていただきます。
私は幼稚園の仕事に関わって３２年で、我孫子に住んで３２年になります。
我孫子市で過ごす３２年の中で、
いろいろな幸せな時間がいっぱいあります。
つい最近は、我孫子市湖北に湖北フレンズという少年野球チームがあり、根戸
のリトルイーグルズが合体して見事我孫子市の少年野球大会で優勝したと新聞
に出ていました。
２年前に亡くなった野田会員がこよなく愛したお孫さん、
たくま君がピッチャーとし
て活躍したことが載っていたので、佳宏くんの所におめでとうの電話をしました。我孫子っ子たちが
スポーツを通して順調に育っているさまを身体で感じる時、
とっても幸せです。
佐藤先生のお孫さん、
けいちゃんもうちの卒業生で、
この間、四打数三安打でニコニコで出され
ていました。そんな子ども達との交わりの中で大人達もみんなで幸せな時間を共有することは、私
たち大人も死ぬまで上に向かって頑張り続けなければいけないということを教わる時間でもありま
す。
我孫子市に住むすべての人々が夢や希望を持って頑張っていける、そんな素敵な街に我孫子
市をするための市長の思いを後ほどたくさん語ってくださると思います。
熊田さんは親友がライオンズクラブの会長であるそうなのですが、義理のお父さんも松戸のロ
ータリアンでいらっしゃったので、
いつか入れる時までお待ちしております。

出席報告

２４名出席（全員で２７名） 出席率８８.８％
欠席者が３名。
業務の為：今井会員、鎌田会員
病気療養のため：木村会員

伊東会員

ファイヤーサイドミーティングについて

瀧日研修リーダー
３月２１日
（火）
にファイヤーサイドミーティングを行います。
ここ一年くらいに入会
された方にロータリーのいろはについてお話しをして、質疑応答もしたいと思いま
す。松本副委員長もいらっしゃいます。場所は我孫子駅南口のプレッツァというス
パゲティ屋さんのすじ向かいにある貸しスペース、ハコカラという場所です。そち
らで研修を行った後に、駅前の海鮮処いわいという所で懇親会も行いたいと思っ
ております。
よろしくお願いします。

親睦委員会報告

村越委員長
ファックスでご連絡が行っていると思いますが、来月３月２２日
（水）
に東京湾ディ
ナークルーズを企画しております。我孫子市内からバスで送迎いたします。
４時く
らいに湖北を出発して、帰りは１１時頃になってしまうと思いますが、バスの中で寝
ていただければと思います。ぜひご参加ください。
よろしくお願いいたします。

我孫子ＲＣ５０周年記念事業実行委員会報告

上村委員長
しだれ桜の記念樹の植樹式を３月３０日
（木）の午前中に行いたいと考えており
ます。
ロータリーの主催者挨拶、来賓挨拶、寄贈式、記念植樹という形で進めたいと
思っていますが、記念植樹を行ったことがないので、
ご存知の方は教えていただ
ければと思います。

幹事報告

特にございません。

卓話

村越会員（代理）

我孫子市長 星野順一郎様
いつもロータリーの新年会には女房共々お招きいただき本当にありがとうご
ざいます。市長に就任してこの一月でまる１０年になります。ロータリーの卓話は
今回で２回目になります。
日頃からいろいろなところで皆様方にお会いして、いろいろとご相談させてい
ただいている中で、今回、３月３０日の午前中に、我孫子ロータリー５０周年記
念で、我孫子のココスの前の船取線のコーナーに市がお借りしている土地に、シ
ンボルツリーとしてロータリー寄贈のしだれ桜を植樹します。大きく育って見栄えが良くなったら
ライトアップもしたいと思っております。地権者の方には万が一の場合は土地を購入するという
一筆を添えて植樹のご理解とご協力をいただきました。
平成２９年度の予算編成の時期であります。県議会はスタートしておりますが、我孫子市議会
は今月末から１ヶ月程、今年度３７６億の予算編成を行います。
少子高齢会が進む中で、我孫子としてはやることは
やってきたと思っています。たとえば、小中学校の校舎
や体育館の耐震工事、トイレ改修、公立保育園や学童
保育室も改修させていただきました。
水害解消についても毎年ずいぶんお金を使っていま
す。私が市長に就任した年に根戸地区で時間降雨８４
ミリというすごいゲリラ豪雨が降りました。通常、日本
の町は５０ミリ対応で下水道が整備されています。床下
床上が８８件出ました。いろいろな工事をして、根戸地
区で昨年８１ミリのゲリラ豪雨が起きたのですが、床下床上が１８件で四分の一以下に減りまし
た。
市民生活を守るのが市町村、地方自治体の最優先課題であると思います。とは言え、楽しみ
は欲しくて、それが桜プロジェクトだったり、女子オープン等です。市民の皆さんの憩いの場を確
保しながら、高齢者対策、少子化対策などを着実にしていく必要があると思います。
今年は酉年ですので酉年を記念して、鳥の博物館でニワトリの展示を行う予定です。秋篠宮殿
下が総裁をされている山階鳥類研究所と共催という形です。夏休みからＪＢＦが終るまで山階と
秋篠宮殿下のニワトリのコレクション展をする予定です。
今年６０回目になる市民文化祭は今年も１０月１１月に市民プラザで開催されます。摘水軒記
念文化振興財団から葛飾北斎等の版画を２、３週間お借りして展示会を行おうと考えています。
５年前は、寺島家に江戸時代によく滞在したと言う伊藤若冲の作品を寺島文化会館からお借り
して展示しました。
女子オープンが我孫子ゴルフ倶楽部で今年２回目になります。女子オープンとしては５０回の
記念大会になります。我孫子ゴルフ倶楽部で９月下旬から１０月１日まで行われます。トリとゴル
フをキーワードにした企画、ゴルフセミナーのイベント開催、アマチュアの優勝者、ベストアマの
表彰などを企画しております。中央学院大の女子学生たちに渡せればと思っておりますが、むず
かしいかもしれません。
２０２０年の東京オリンピックに向けた取り組みとして、４月に川村学園女子大と共催してシン
ポジウムを開催させていただき、スポーツボランティアを養成していこうと話を進めさせていた
だいています。
柔道のキューバのオリンピック選手団が昨年夏に、柔道の始祖である嘉納治五郎先生の別荘
跡を見たいとわずか４時間の休憩時間に訪ねていらっしゃいました。先週もキューバ大使館の方
がいらして我孫子を見たいとおっしゃっていました。 （次ページへ続く）

ソフトボールにしても柔道にしても、我孫子の子ども達と交流してもらえれば、税金を投入する
価値があると思っていますが、オリンピック級の練習相手を捜すことが一番むずかしいです。
水の館は３月いっぱいで工事が終わり、引越し業務をして、ゴールデンウィークには飲食店を
オープンさせたいと思っています。直売場は６月上旬を予定しています。
水の館の北側の駐車場は直売場に直接入れるように改修しています。南側の事務所の所は飲
食店の椅子の部分になり、そこから南はぶち抜いて天気の良い日は沼側にオープンカフェのよう
に外に出られるように改修しています。
外にあったトイレはシャワールームと更衣室にし、コインロッカーも置き、ジョギング、ランニン
グで利用できるようにしています。
水の館については、おととし千葉県の方から２億４千万円の持参金付で土地建物をいただきま
した。１階には直売場を作り我孫子の農家を支援するという名目で農林省から１億もらっていま
す。これを中心に、鳥博の前の田んぼも買い駐車場の拡張と合わせて６億９千万円の工事費、こ
の内３億４千万は国と県からもらっています。水の館は１０年間は水質保全活動に使うという条
件で千葉県から持参金付でもらっていますが、１０年経ったら状況によって、ご意見をいただきな
がらいろいろと使えればよいと思います。６月にはオープニングイベントができればと思っており
ます。
桜プロジェクトについては、昨年は桜が咲いていない中のライトアップの初日になってしまいま
したが、今年は昨年より５割増で夜桜の花見ができるように考えています。
記念植樹については公園緑地課の職員と打ち合わせをしていただければと思います。３、４０
分くらいで終ると思いますので、ぜひ皆さんもご参加いただければと思います。
展望室からの景色は肉眼でしか見れないので、双眼鏡でゆっくり見れればと考えています。プ
ラネタリウムも東葛ではあそこしかなく、もう少し魅力あるプラネタリウムに変えられればと思っ
ています。打ち合わせをさせていただきながらロータリーの皆さんにもご協力いただければと思
っています。
東葛地区で一番高齢化率が高い我孫子市です。だいたい２８.９％です。もう１０何年、平成の
年度と同じ高齢化率です。残念ながら５年連続生まれた子どもが１,０００人を切っています。昨
年は８０１名でした。生まれる子が少ない。
若い世帯の住宅取得はアパート暮らしの人が持ち家を持っても補助対象にしています。我孫子
市は待機児童ゼロが３１年目になっています。定住してもらうために補助制度を来年度以降も続
けていこうと考えています。
現在、宅地開発として台田地区に戸建６３戸、ＮＥＣの寮が取り壊された跡地に２６０戸のマ
ンションが建設され、２年後に３２０世帯の入居を目指しています。栄地区も６３戸の戸建住宅を
予定しています。２年後、今の制度を維持するとすさまじい金額が出てしまうので、ここを除いた
り、制度見直しをしようと思っています。今年の４月以降の申請は制度見直しをしますので、確認
をしていただければと思います。
結婚相談事業というのは社会福祉協議会がずっとやっている事業ですが、月に１回結婚相談
事業をしていることを大体の人は知りません。市役所は３０過ぎても結構独身者がいます。聞い
てみると「出会いがない」と言います。
社会福祉協議会を市が全面的に後押しするということで、けやきプラザ１１階に結婚相談所を
移転して週２回ずつ交流事業を続けています。登録者数も増えました。２７年度にゴールインし
た７組の内６組は我孫子市内に在住してくれました。その内の１組は共に印西市民だったのです
が、我孫子で出会ったので我孫子に住むことにしたとのことでした。２８年度は今のところ８組ゴ
ールインしました。カップルになると花火大会が１１階から見ることができます。ゴールインした
時も招待してもらえます。
産後ケア事業についても、高齢化してきていて、不安に思っている妊婦さんが増えています。今
年からは産後うつを対象にした事業も行います。
我孫子の保育環境ですが、待機児童ゼロです。入園予約をずっと行っています。保育士の給料
を４万円を上げると小池知事がおっしゃいましたが、我孫子は給料は上がりませんが家賃を出し
ます。実質、手取りが増えます。我孫子市内のアパートを借りて住民票を我孫子に移し、市内の保
育園に勤務すれば最大８万円の家賃が市から出ます。
私立の幼稚園のお子さんのお母さんが勤めなければならなくなった場合でも、幼稚園の延長
預かり保育は市が２分の１補助します。
あびっこクラブは年間５００円で５時まで学校でそのまま遊べます。学童保育はおやつは出ま
すが月８,０００円です。あびっこクラブは１３小学校のうちの１２校に設置され、その内の２校が
文部科学省から表彰されました。
日本サッカー協会（ＪＦＡ）が、小学校５年生と中学２年に対して現役を退いたプロのアスリー

トの方が授業を行う「ゆめ先生」という活動を行っており、２８年度は、陸上、シンクロ、女子サッ
カーの選手の方が市内の３校で行ってくれました。今年度も引き続きお願いする予定で予算を計
上しています。
ボールゲームフェスタというのも去年始めたのですが、バレーボールの大山加奈さんが来てく
れました。今年も４月３０日に開催されます。
子ども達に、まず夢や目標を持つことの大切さ、それを実現させるためにどういうことが必要
かを教えてくれるような事業をこういう形で我孫子市としては継続して取り組んでいます。
コンピューター教育、ＩＣＴについても、小中一貫教育の中に取り入れながら、ｉＰａｄを配りＩ
ＣＴ支援を配置しています。
人とものと金を動かす為に成田線が増発をがんばっているのですが、バス事業への取り組みも
強化していこうと考えています。
水害対策、救急医療についても引き続き取り組ませていただきます。ハザードマップ等につい
ても全戸配布させていただきます。
ＬＥＤ、駅周辺への防犯カメラの設置、避難所となる学校のグランドへのマンホールトイレ設
置も行っていきます。
高齢化が進む中で、週末の高齢者なんでも相談室開設、老人ホームの設置もさせていただい
ております。１００床の特別養護老人ホームが年内か年明けにはオープンする予定です。
駆け足になりました。いろいろな形で皆さん方のご意見を頂戴しながら、我孫子の街が暮らし
やすいと思ってもらえるような政策作り、事業作り、予算配分をさせていただくと共に、面白み、
楽しみの部分も大切にしながら予算編成をさせていただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。

女性会員より星野我孫子市長へ
バレンタインのプレゼント

閉会の言葉

鈴木会長
食事中の雑談の中で、市長になるまではチョコレートをいっぱいもらったんだけど、市長になっ
てからもらってないとのことで、うちの事務と婦人部の方が素敵なプレゼントをしてくれました。
市長のお話しの中でビジョンというものがよく見えてきて、我孫子市がどこに行ったらいいの
か、そのためにロータリーがどう力をお貸しすれば良いのか、おぼろげながらイメージできたこと
に感謝いたします。どうぞこれからもよく考え、よく思い、よく飲み、みんなでいい時間を過ごした
いと思います。

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
本日、
４７才になりました。有難うございます。
熊田雅弘様
チョコレートも有難うございます。
鈴木会長 市長 卓話感謝です。
荒井会員 星野市長 卓話ありがとうございました。
伊東会員 星野市長 卓話ありがとうございました。
上村会員 市長 卓話ありがとうございました。
倉持会員 星野市長 卓話ありがとうございました。
女性会員の方チョコレートありがとうございました。
小池会員
また市長 卓話ありがとうございました。
佐藤会員 市長 卓話ありがとうございました。
瀧日会員 市長から貴重なお話しをありがとうございました。
星野市長 お忙しい中卓話いただきありがとうございま
福武会員
した。
藤本会員 ２９年度の取り組み理解出来ました。
村越会員 星野市長 卓話ありがとうございました。
湯下会員
依田会員 星野市長 ありがとうございました。
米田会員 チョコレートありがとうございます。
我孫子市の取組み似ついて理解できました。
渡辺会員
ありがとうございました。
鈴木豊子様 市長さんの卓話を伺うことができ感謝です。
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１８,０００円
２５９,０００円

今週の表紙「柴崎神社」我孫子市柴崎737番地

日本 武尊（ヤマトタケル）が、東国討伐の征 途の安 全と武運長久を祈願し幣を立て、天 慶元年（938 年）に
創建されたと伝えられています。また、平将門もこの神社で武運を祈願したそうです。
古くは妙見社と呼ばれ、明治元年に北星社となり、明治13年に芝崎神社と改称されました。
階段を上ると静かな境内があり、参道脇には妙見菩薩の神使、亀（玄武）が並んでいます。

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
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。

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。

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。

