第２６８７回例会報告議事録
ロータリーソング「我等の生業」
日時 令和４年１０月１８日（火曜日） ゲ ス ト : 我孫子市長 星野順一郎様 安武真弓様
場所 ハート柏迎賓館
我孫子市商業観光課 松澤公男様
時間 １２：１５点鐘
国際ロータリー第２７９０地区 第１１グループ
ガバナー補佐 猫田岳治様
米山奨学生 楊婷（ヨウ テイ）様
ビジター : なし
S . A . A . : 石原会員

会長挨拶

藤本会長

本日は星野市長、ご参加いただきありがとうございます。後ほど卓話を楽し
みにしております。
１０月８日、９日の土日に千葉で地区大会がありました。８日は日暮幹事と私
で参加して、９日は会員の方もご参加いただき有意義な会だったと思います。
１０月８日には当クラブがロータリー財団恒久基金寄付優秀クラブというこ
とで表彰をお預かりしましたのでご覧いただければと思います。
来週１０月２３日はポリオデーということで、１１クラブの柏クラブの皆さんと柏のデッキでポリ
オ撲滅のための周知活動を行います。皆様におかれましては柏に当日来られた場合は是非お立
ち寄りいただければと思います。
我孫子市のスポーツ振興応援団についてです。中央学院大学の駅伝ですが、今回は残念なが
ら予選に残れませんでしたが、今後も協力していきたいと考えています。

ご挨拶

国際ロータリー第２７９０地区 第１１グループ ガバナー補佐

猫田岳治様

先週の地区大会、お疲れ様でございました。
我々は皆ロータリアンである。ロータリアンである前に社会人であり、日本人
であります。
ありがとう、という素直な気持ち。すみません、という反省の心。おかげさま
で、という謙虚な心。私がやりますという奉仕の心。
どれも特別な心ではありません。ただ、年齢を重ねたり、会社で偉くなったり
すると忘れたりします。そんな時にロータリーに入ることでロータリーはみな平等ですので、こう
いう基本的な気持ちを取り戻せるのではないでしょうか。
特に奉仕の心は、こんなことは自分がやらなくても誰かがやってくれる、と思うことが多いで
す。ただ「誰かがやるだろうということは誰もやらないこと」というのはマザーテレサの有名な言
葉です。要は気付いたあなたがやりなさい、ということです。
我孫子クラブにおきましては、これから婚活イベント等、数々の奉仕プロジェクトがあります。
どうか皆様、素直な気持ちで「はい、私がやります」と奉仕の心でご参加いただきますようお願い
いたします。ありがとうございました。

ジャパン バード フェスティバル２０２２協賛のお礼

我孫子市商業観光課 松澤公男様
本日はお招きいただきありがとうございます。ジャパン バード フェスティバル
２０２２の方に協賛をいただきありがとうございます。
本来であれば６月頃に協賛のお願いにあがるところなのですが、コロナの関
係でギリギリまで開催の検討をさせていただきました。
今回は駅前とアビスタの２箇所のみでの開催で、内容も縮小し、海外からの
お客様もお呼びできないのですが、３年ぶりに会場での開催となりました。
ぜひ皆さんに見に来ていただいて盛り上げていただければと思います。よろしくお願いいたし
ます。

藤本会長より米山奨学生

楊婷（ヨウ テイ）さんへ米山奨学金授与

ご挨拶 楊婷（ヨウ テイ）さん
お久しぶりです。東京理科大学４年の楊婷と申します。
最近、天気が急に変化したりするので、皆さん体調に気をつけてください。
先月は鈴木先生と一緒に米山奨学記念館に行って来ました。米山さんの奉
仕の精神の素晴らしさに感動しました。一泊二日の旅行で奨学生の皆さんとよ
り深く交流できたおかげでボランティア活動も楽しくできました。
先月、静岡に旅行に行ってお土産を買って来ましたので、よろしかったらお召し上がりくださ
い。
学業の面では研究を頑張っています。ほとんど毎日学校に行っています。つまづいているとこ
ろもあるのですが、私は負けない、という気持ちでやっていけると思います。
ありがとうございました。選手権はタイトルを狙っ
て頑張ろうと思っていたのですが、先週の予選会
で空回りして予選に行けませんでした。来週の予
定が空きましたので、地区大会はぜひ参加しよう
と思っています。
昨日でしたか瀧日先生に電話をしたところ、な
かなか通じなかったのですが、ゴルフをしていらっ
しゃいました。８７歳までゴルフをしておられる方
はなかなかいません。我々の先輩には若々しく、バ
イタリティに溢れた方がたくさんいらっしゃいます
ので、見習って活動していきたいと思っています。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。あり
がとうございました。

出席委員会報告

野田委員長

２６名（出席免除者含む）出席（全員で３４名） 出席率７６．
４７％
業務による欠席：石原会員、梶会員、上村（英）会員、木村（政）会員、寺井会員、福武会員、
湯下会員、米田会員
ZOOMによる出席：古屋野会員、塩毛会員、前田会員

幹事報告

日暮幹事
・１０月９日（日）の地区大会にたくさんの方にご参加いただき、ありがとうござ
いました。

・１０月２５日（火）は第１１グループ合同例会および情報研修会がクレストホテ
ルにて行われますが、第２駐車場のみ無料になります。地下の第１駐車場は
有料となりますのでお気をつけください。

・２０２３ー２０２４年度地区委員、推薦の件ですが、地区委員に出たい方がい
らっしゃいましたら連絡ください。１１月１日の理事会で協議して推薦いたします。
・ガバナー事務局の方より地区大会の登録のお礼状受理。

・ガバナーノミニー２０２５−２０２６年度候補として市原中央ＲＣの時田清次会
員が決まったとのことです。

・環境委員会からのアンケートで環境保全奉仕活動を行なったクラブ、環境に
配慮した経営をしている企業、事業所等を推薦してくださいとのことです。も
しそういう所をご存知でしたら１０月３１日までに、ラインにあげていただく
か、私の方までお知らせください。
・１０月２３日はポリオデーということで、柏駅のダブルデッキで１０時半から１
時頃までキャンペーンを行います。

卓話「我孫子市の取り組み」

我孫子市長

星野順一郎様

大変久しぶりにロータリーにお邪魔させていただいて、大変嬉しく思っており
ます。
１６年前に市長に初当選していろいろな形の取り組みをしてきましたが、一
番参ったなと思ったのは２期目の東日本大震災でした。
ずうずうしくも４期させていただいています。市長になった時、歯科医師会長
やってましたが、ロータリーのメンバーでもありました。
市長選に出ろと言われるまでは我孫子市について福祉分野、学校教育のことしか知らず、我
孫子市全体として承知していませんでした。我孫子市にはとんでもなく金がないのだと知りませ
んでした。
市の貯金が５億であっという間になくなりました。年末には２億に減っていて職員のボーナス
が出せない状況になっていました。なんとか内借りをしてやりくりしました。
次の年からは職員を大きく減らす、給料も一律５％カットということで職員にも協力してもらい
ながら、やりくりしてきました。
前の市長さんは高齢者施設や障害者施設に対してはそこそこやってくれていましたが、子ども
達への予算がほとんどありませんでした。現在は高校生まで医療費補助をさせていただいてい
ます。中学までは１回、１日３００円。高校生までは５００円です。我孫子の場合は４年制の夜間
高校まで面倒見ています。
学童保育室も回って見たらボロボロで、一番ひどかったのは高野山小学校の保育室でトイレ
は水洗ではなくポットン便所でした。
児童館が少なかったので、すべての小学校に児童館機能を持った部屋、あびっ子クラブを開
設しました。第一小学校でスタートして、文部省から表彰され、あちらこちらの学校からうちにも
作ってと言われ、最終的に１３小学校全部に作ることになりました。
放課後、５時までは周辺の特に高齢者が５時まで囲碁や将棋、ゴルフのパター等を教えてく
れ、５時を過ぎると低学年の子ども達の学童保育になります。
平成２３年に東日本大震災が発生し、被害の８割が布佐に集中しました。
まず５億、半年で１０億を災害用にあてました。東日本大震災の復興住宅も布佐に作り、市営
住宅という位置付けで今も継続して入居していただいています。
治水対策工事についてです。
政治というのは、市民が安心して眠れる町を作ることだぞ、と叔父さんが亡くなる前に言って
いたのを覚えています。あちらこちらで水害で眠れない地域があるのだということを十分に知っ
て、しっかり対応するためには国や県にも協力してもらわないといけないのに、国交相からつんぼ
はじきにされていて驚きました。
１６年前は仕事上、人に頭を下げることができず、いろんな人に怒られて、頭を下げることを覚
えてきました。頭を下げればお金がもらえるならグッとこらえて頭を下げられるようになりました。
いろんな人達が後押ししてくれるので、少しずつお金をもらえる町になってきました。
若い職員からの提案です。
我孫子という町を知らない限りは若い人は我孫子に住むはずがないだろう、ということで、
もっとＰＲをしなければならないとタウンミーティングでも毎回のように指摘されました。公務員
はこういうＰＲは下手なので、今のうちの魅力発信室はマスコミ出身者です。その下に若い職員を
つけて勉強しながら市外の人に対してＰＲしています。
今の広報室はホームページを担当する職員、広報誌を担当する職員、そして市外に向けての魅
力発信室、そこでシティプロモーションをしています。
税金を多く払ってくれそうな若い人たちに住んでもらうように、子育ての福祉に力を入れ、災害
にも強い町にしていきます。
市内の小中学校にエアコンもつけました。１校つけるのに１億を超えるので１９校で２０億かか
るのですが、お金がなくて最初は扇風機をつけました。
クリーンセンターの建て替えがそろそろ終わります。１２月から試運転をして確認しながら４月
から本格稼働する予定です。
震災で我孫子が被災地になったということで国から余計にお金をもらえ１２０億もらえるよう
になりました。
ワクチン接種は医師会が協力してくださって、うまく進んだと思っています。
地方創生臨時交付金でコロナによって影響を受けている事業者や個人の市民に支援金を給

付できました。条件はありますが、感染症対策として約３０億程使わせていただきました。
支援としてPayPayでも使わせていただき、最初は約７億、２回目は約９億の経済効果があり
ました。我孫子市はPayPayの普及率が９割を超えているのと、お店の方としても事業者の振込
手数料がタダか安いので事業者に渡る金額が高くなるのでPayPayにしました。
クリーンセンターも国からたっぷりお金をもらっています。１２０億の工事です。中の焼却炉は
特注です。
消防署も湖北に移転するために整備しています。
湖北台保育園は５０年経ち、今、取り壊しをしています。園庭が広くなり、駐車場を整備し来年
の２月いっぱいで終わる予定です。５０年くらい経っている古い設備がいっぱいあります。
道路も手賀沼公園・久寺家線も四半世紀ぶりに開通しました。
市長になって思ったのは、２期か３期で替わっていると長期にかかる事業は進まないというこ
とです。市長が替わると方針も変わり、腰を据えて取り組みができません。そんな状況がずっと
続いていたんだなと思います。
古い道路がいっぱいありますが、広い所から手をつけています。
これからのお話をさせていただきます。
高齢者が増えています。高齢化率が３１％になりました。特別養護老人ホームを天王台に作る
ことになりました。
高齢者政策はしっかり考えなければなりません。その中で若い世代を取り込む政策もしっかり
やらないと、町を支えきれなくなります。
学校給食への補助も進めています。ウクライナへのロシアの侵攻で給食の食材費が高騰して
います。なんとか給食費の値上げをしないように月に１人５００円、２、３千万を投入しています。
市川市は１７億かけて給食費をタダにすると言っています。うちは第三子以降は給食費を取っ
ていません。４億出さないと我孫子では給食費をタダにはできません。
ふるさと納税は大都市以外皆さん赤字です。最近ちょっとおかしいのは、あれが食べたい、こ
れが食べたいと故郷でもないのに高額所得者は買います。せめてお爺ちゃん、お婆ちゃんが育っ
た町などにしぼってほしいです。
一番やらなければいけないのが、学校がそろそろ５０年、市役所も５０年経っています。建て替
えなければなりません。
できれば市役所は我孫子か天王台の駅前に持っていきたいと思っています。当然、民間と一
緒に、１階、２階が商業施設、３階が市役所でいいと思います。
小中一貫教育もしたいと思っています。子ども達の視点でよく考えていきたいと思います。
最後にひとつお願いがあります。
「鳥の博物館」のモニュメントを作ろうと思っています。鳥博
の目印になるような大きなモニュメントを作ろうと思っていたら、市民団体の方達がやると言って
くれたのですが、なかなかお金が集まりません。ぜひ皆さん方もご協力していただければと思い
ます。来年のＪＢＦまでには完成させたいと思っています。よろしくお願いいたします。
来年１月もう少し皆さんにお付き合いしてもらおうと、ずうずうしく思っていますので合わせて
お願いいたします。ありがとうございました。

閉会の点鐘

藤本会長
星野市長、
ありがとうございました。
これからも多岐に渡って強いリーダーシップをもとに我孫子
市を発展させていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
先ほど佐藤先生のお話を伺いまして、
びっくりいたしました。
どうぞ一日も早く回復されて、
また例
会にお越しいただけるように祈念しております。
これをもちまして例会を終了いたします。点鐘します。

ニコニコＢＯＸ
お名前
藤本会長
日暮幹事
荒井会員
小野会員
上村（文）会員
川村会員

メッセージ
星野市長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した。
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した。
我孫子市の実状の卓話ありがとうございます。
星野市長 卓話ありがとうございます。
星野市長 卓話有難うございました。５期目もよろしくお願い
木村（隆）会員
します。子育て支援、是非！！
鈴木会員 市長 卓話 感謝。
関根会員 星野市長 卓話ありがとうございました。
瀧日会員
星野市長 大変ためになる卓話を有難うございました。
仲江会員
野田会員 星野市長 卓話ありがとうございました。
服部会員 星野市長 卓話ありがとうございました。
村越会員 星野市長 卓話ありがとうございました。
柳田会員 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した。婷ちゃん土産ありが
依田会員
とうございます。
当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
３,０００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
１０００円
１,０００円
１,０００円
１８,０００円
１８７,０００円

寄付用
ウクライナ、トンガ王国支援金

今期累計

８１,０００円

今週の表紙「角松本店」千葉県我孫子市本町3丁目7番15号
国道356号線沿いの老舗中の老舗割烹旅館です。
創業は江戸時代にさかのぼります。水戸街道の宿場町として栄えた我孫子の旅籠として、江戸から明治・大正
にかけての激動の時代を見て来ました。
明治天皇や白樺派の文人達等も訪れ、館内には明治天皇ゆかりの品々や柔道の父、嘉納治五郎の書などがあり
ます。どの部屋にも趣があり、手入れの行き届いた中庭を眺めながらいただく会席は格別です。

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。

