第２５５１回例会報告議事録
日時 ３０年１２月４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

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
		 総務部秘書広報課 飯田秀勝様
ビジター : なし S . A . A .: 倉持会員

会長挨拶

荒井会長
星野市長、本日はお忙しい中、卓話に来ていただきありがとうございます。
１１月２５日にアイラの国際交流まつりに来賓として行ってきました。我孫子市の
人口の１.５％、約２０００人が外国人の方ということを聞きまして驚きました。当クラ
ブの村越会員が副会長、依田幹事が事務局を勤めていらっしゃいます。頭が下が
ります。
１２月２日は手賀沼ふれあい清掃、皆さん大変ご苦労さまでした。作業後の豚
汁がおいしかったです。
婚活パーティーのその後なのですが、
カップルになられた７組のうち１組が、
かじ池亭で食事をさ
れたそうです。後の２組は今月に予約を入れているそうです。
婚活パーティーの内容を「ロータリーの友」に投稿したところ、
「ロータリーの友」の事務所よりメ
ールをいただきました。なんとか掲載されるのではないかと思います。
来週は年次総会です。理事役員を選出する大事な例会ですので全員参加で宜しくお願い致し
ます。

上 村 会 員 へ 2019-2020 年 度 ガ バ ナ ー 補 佐 幹 事
の委嘱状を荒井会長より 授与

親睦委員会報告

福武委員長、
お誕生日おめでとうございます。
（荒井会長より）

福武委員長

福武委員長より
皆様、
お祝い頂きありがとうございます。今月の２５日に３９歳になります。
３０代最後の一年をロータリーの中で迎えられるのは、光栄なことだと思うと
同時に、引き続き、学びの場としてやらせていただければと思いますので、
よ
ろしくお願いします。本日はありがとうございました。

出席報告

２７名（出席免除者含む）出席（全員で２９名）
欠席者が２名。
業務のため欠席：柳田会員、湯下会員

関根副委員長
出席率９３.１％

社会奉仕委員会報告

村越委員長
１２月２日の手賀沼ふれあい清掃には大勢の皆さんにご協力いただきまして、誠
にありがとうございました。会員１６名、
ご家族２名、総勢１８名で、手賀沼が大変き
れいになりました。
ロータリーの皆さんが一番ゴミを拾ってくださったのではないか
と思います。ありがとうございました。

姉妹クラブ委員会報告

塩毛委員長
先日、
アラモアナＲＣのヨウコさんからメールが届きました。件名は個人情報に
ついてです。
４５周年式典の時にシェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテルにお泊まりになっ
たのは記憶に新しいと思いますが、
その件です。
シェラトンも含めたマリオット傘下
のホテルから２０１４年以降、約５億人の個人情報が流出した可能性があるとのこ
とです。各クラブに連絡するよう指令が来ているため、念のために連絡をくださっ
たそうです。ハワイへのお越しをメンバー一同お待ちしておりますとのことです。

幹事報告

卓話

依田幹事
・例会変更のお知らせ
松戸北ＲＣ ２０１８年１２月１９日
（水）夜間家族例会に変更
		
点鐘：
１８
：
００ 場所：柏日本閣
		
2０１９年１月２日
（水）休会
・子クラブの柏東ＲＣよりクリスマス家族例会のご招待
		
１２月２３日
（日）午後６時からガーデンパレス日本閣にて
		
ビジターフィー１２,０００円
我孫子市長 星野順一郎様

私自身もロータリーのメンバーだったのが、市長に就任して１２年間、特別名誉
会員という状態になり、皆さんにお会いするのは年に１、
２回という状況になってい
ます。
１２年前とはメンバーが少しずつ変わってきて、若々しくなっていて羨ましい限
りです。
今日は卓話のお時間をいただき、
ありがとうございます。
我孫子市は厳しい財政状況の中で大きな企業はなくて、住宅都市として発展
してきたが為に、個人市民税や固定資産税を中心になんとかやりくりをしている状況が続いていま
す。
最近の６年くらいは我孫子で生まれる子どもが１０００人を切り続け、昨年は７７０人しか生まれま
せんでした。高齢化が高く、
１２７０人程の方が亡くなっていて、
自然減が５００です。日本の状態と同
じように、人口がじりじりと減っています。
再来年２０２０年に我孫子市は５０周年を迎えます。
ということは、
お祝いだけでなく、老朽化した
公共施設がたくさんあるという状況です。
昭和４５年頃から湖北台の団地への入居が始まって人口がずいぶんと増え、
５万人になる頃に
我孫子市になり５０年になります。その頃作った施設、西小や湖北台の消防署等をどうやってこれか
ら先、建て替えるのか、本当に建て替えるのか。
現在、我孫子市で義務教育を受けている子ども達は９５００人、
２０年後の子ども達の予測は
５５００人です。そうすると、建て替える場合、今より２０％床面積をカットしようというような状況にな
っています。
クリーンセンターも老朽化が激しく毎年修繕費が３億を越えており、
これが１０年続くと３０億にな
るため建て替えるくらいになりますが、東北の震災や東京オリンピックの影響を受けて、建築関係
の人件費、部材が５割くらい上がっています。
我孫子で生まれ育った者としては、
この我孫子の街をなんとかいい街にしていければと思ってい
ます。
来年以降、我孫子でさまざまな施設関係の改修を予定しています。
新木駅は建て替えが終わりました。湖北駅は我孫子側のホームの屋根を増設しています。ハトが
いるのは見た目にはいいのですが、
フンは腐食が進みます。
（次ページへ続く）

我孫子駅のエレベーター整備はＪＲと協定を結び設計業務に入っています。
８年前に我孫子駅舎
の改修工事を計画していましたが、反対された方がけっこういまして、私は一期目で押し返す力が
なかった、
あるいは根性が足りなかったかもしれません。あの時は白紙撤回してしまいました。当時は
２０億の予算でしたが、今となるとその金額でできるかどうか微妙な状況で、やれる時にやっておけ
ばよかったと思っている所です。
現在、設計段階で、
やり方や場所によって金額に大きな違いが出てきます。
一番のネックは、駅ですから毎日通勤する方が通うということで、基本的には夜間工事になりま
す。来年、実施設計ですので、金額が具体的になってきます。
消防施設については、移転建て替えという前提で計画を進めています。我孫子には訓練棟がな
いので、訓練施設をやっと作ろうという状況です。
若草幼稚園が移転するため、
その敷地全体を使って、消防施設、訓練棟、道路、防災備蓄倉庫
等を作らせてもらい、移動図書館が来れる場所としても予定させてもらっています。
若草幼稚園はこの北側に移転し、認定子ども園として保育も行う予定になっています。
都市計画道路下ヶ戸、中里線は２０２０年頃に工事が出来る予定です。
湖北台保育園もこの消防署に隣接したＵＲ
（昔の公団）
からお借りして定員１１０名で運営してい
ます。湖北から東側は子どもの数がずいぶん減っており、
また、若草幼稚園が認定子ども園もやって
いただけるということであれば、公立保育園がそのまま継続する必要はないはずなのですが、軽度
発達障害から重度の知的障害を持ったお子さんがけっこういらっしゃり、私立では受け入れられな
い子ども達を受け入れる最後の砦とすべく、我孫子の公立保育園を東側と西側に１箇所ずつ持と
うという方針になっています。湖北保育園は東側の砦です。
湖北地区の子ども達は減少しており、認定子ども園も増えており、定員６０人程の保育園にしよう
かと考えております。
ＵＲが民間になったため、今までただだった地代が固定資産税の３倍くらいかかるようになってし
まうのですが、
なんとか融通をしましょうと言ってくれて、
２倍以内で押さえるように交渉中です。
手賀沼の親水広場、水の館の周辺については、水の館の土地建物を千葉県よりただで頂戴し、
改修費２億４千万も千葉県から頂戴することができました。
１階に直売場と農家レストランを作るこ
とにしましたら、農林省から工事費用１億をもらい、
リニューアルオープンさせていただきました。
春から秋にかけて水の広場では子ども達がすごく楽しそうに遊んでいます。私の子どもも小さい
頃、
あそこでびしょびしょになるまで遊んでいました。今はリニューアルして、
シャワーとロッカーを用
意しましたので、皆さん、着替えてから帰っていらっしゃいます。
じゃぶじゃぶ池は来年の夏休みには子ども達が水浴びができるように改修工事をさせていただき
ます。水質はプールレベルにする予定です。
手賀沼公園、久寺家線の整備については来年中には用地買収をして、
その後工事に入る予定で
す。
市民体育館の老朽化が激しくなってきました。今年はサブアリーナを改修しています。
バス事業についても、市民バス、
あびバスのルートも新しく３本作らせてもらいました。昨年からス
タートしました今井会員のアイバスは赤字覚悟でやっていただいたのですが、東我孫子エリアまで
通ることにし、バス停も増やすことになりました。
じゃぶじゃぶ池のイメージ図、手賀沼公園、久寺家線の完成イメージ図です。
我孫子新田地区の活用については、旧農産物直売所は水の館に移ったので、
この場所をレスト
ラン等の飲食系や物品販売の観光施設にしようと計画しています。サウンディング型市場調査を
導入しながら、業者の公募を１２月中旬にします。目の前が手賀沼で、花火大会の柏会場になりま
す。
手賀沼の周りは、我孫子の魅力の向上と、税収や雇用の確保につながるような場所として少しず
ついじっていきたいなと思っています。
ただ、土地の利用については規制を緩和し、建て方については規制し、景観を大切にしていく事
業者を選定していきたいと思っています。
厳しい財政状況ではありますが、
さまざまな形で少しずつ少しずつ、生まれ育った地元の街が更
によくなっていくことを楽しみにしています。
私事になりますが、先ほど福武さんが今月お誕生日とのことで、
おめでとうございます。実はその
２日後２７日が私の誕生日になります。誕生日プレゼントは１月２０日にいただけると幸いでございま
す。
ご清聴ありがとうございました。

閉会の言葉

星野市長、我孫子市が益々よくなっていくことを実感できるお話しでした。
ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
お名前
荒井会長

メッセージ
星野市長 卓話ありがとうございました。
星野市長 卓話ありがとうございます。カレンダー毎年
木村会員
使わせていただいています。ありがとうございます。
小池会員 市長 卓話ありがとうございました。
佐藤雅教会員 春の様な陽気ありがたい事です。
我孫子ＧＣアウトハーフ３６が出ました。
鈴木会員
カレンダー感謝。
星野市長の卓話 大変参考になりました。
瀧日会員
ありがとうございました。
服部会員 星野名誉会員 卓話ありがとうございました。
日暮会員 ありがとうございました。
藤本会員 カレンダーありがとうございます。
村越会員 手賀沼ふれあい清掃にご協力ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

第2550回

夜間例会

１１月２７日、親睦ゴルフ後に、第２５５０回夜間例会が開催されました。
親睦ゴルフの表彰式も行われました。

荒井会長

金 額
３,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１３,０００円
１65,６５０円

手賀沼ふれあい清掃

１２月２日に、手賀沼公演多目的広場にて行われた、
「手賀沼ふれあい清掃」に参加しました。

お疲れ様でした。

今週の表紙「成田つくば航空専門学校」茨城県取手市取手西野1842番地
湖 北 駅から車で約 1 0 分 、古 利 根 沼のすぐ北 側にある、航 空 分 野の総 合 専 門 学 園です。成田国 際 空 港が開
港した1 9 7 8 年に発 足しました。空 港を連 想させる学習環 境で航 空 工 学 、航 空 整 備 、航 空ビジネスの3 学 科
を学ぶことができます。即戦力養成校の証である「職業実践専門課程」の認定を文部科学大臣より受けてお
り、就職率は100％です。

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。

