国際ロータリー第2790地区
The Rotary Club of Yachimata

八街ロータリークラブ週報
http://www.joy.hi-ho.ne.jp/yachimatarc/

例会場 八街商工会議所 ３階 大ホール
毎週水曜日 12:30～13:30
電 話 043‐443‐3021
FAX 043‐443‐7221
創立 1966年(昭和41年)5月22日

国際ロータリー会長

K.R.ラビンドラン
（スリランカ ・ COLOMBO RC）

会長 西村 清 ・ 会長エレクト 鎌形 芳法 ・ 副会長 萬来 謙一 ・ 幹事 福田 守

第2401回 2015年12月2日例会報告
【出席報告】
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・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 91.43%

◇奥様誕生日
・亦平力会員

11/18メーキャップ3名・木村会員（ライラ）
・近藤会員、冨永会員（産業まつり）

◇結婚記念日
・西村清会長 ・西村頼子会員

◇社長を息子に譲りました。
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高橋 宏一会員

西村 清

【会長挨拶】

ベトナム国歌

会長 西村 清

先週から冷え込んできたと思いましたが、妙に暖かい
日差しもありですが広葉樹はすっかり葉を落とし冬らし
く、なってまいりました。
さて今週は12月1日50周年記念事業の、八街市への
防犯カメラ寄贈を会長、幹事、小川委員長にて八街市
北村市長に目録をお届けにあがりました。
千葉日報、佐倉の有線テレビの取材もございまして、
大いにロータリークラブのＰＲに努めてきたことをご報告
申し上げます。 また本日は大事な年次総会が控えて
ありますので、お話は短く仕上げます。
最後になりましたが、八街名産の落花生は、先日北
村市長をはじめとして関係の皆さんが安倍総理に新豆
を届けられ、さらに50歳になられた秋篠宮殿下にも届
けられたと伺いました。ＴＰＰ何するものぞで、八街名産
品が国のトップに広く進められることは大いに素晴らし
いことだと思います。

四つのテスト
米山奨学生（千葉大学）
グエン ティ テュイ リーンさん

【ニコニコボックス】

◇本人誕生日 ・近藤雅夫会員
1

12月1日9：00 市長室にて贈呈式
西村会長 小川実行委員長 福田幹事出席

一方八街市は市民税の徴収率が県内ただひとつ
80％を切るだらしなさであり、選挙の投票率も国政で
あれ県政であれ市政であれ、最低なのは自慢にもな
りません。先週は八街市社会福祉大会にてロータ
リークラブ会長として、標語やポスターの賞状をお渡
しに参りました。 席上では来賓4名が全員代理でス
ピーチをなさってました。残念なことでありました。今
後ロータリーが職業奉仕で社会に貢献し、インターア
クトの活躍で若い人の教育に貢献するのは、本市に
おいてはさらにさらにやらなければと決意する次第で
す。

【理事会報告】

幹事 福田 守

≪審議事項≫
1.夏まつり・産業まつりの売上金の処理について
夏まつり売上金(40,900円)
産業まつり売上金（81,400円）
合計122,300円
八街市社会福祉協議会チャリティーゴルフへ10,000円
日赤千葉へ20,000円
ＮＨＫ歳末助け合いへ20,000円
八街市歳末助け合いへ20,000円をそれぞれ寄附
50周年記念会計へ52,300円入金
2.第12回八街吹奏楽フェスタ後援要請について
社会福祉法人光明会より要請 承認する
3.平成28年成人式の出席について
西村会長出席
4.新春子供会書き初め展後援について
例年通り ロータリークラブ会長賞と20,000円の寄付

【幹事報告】

幹事 福田 守

≪報告事項≫
1.会計報告

◎2016-17年度 地区主要会議の日程及び会場
・地区チーム研修セミナー
２０１６年 ３月 ５日(土) 13:00-18:00 成田ビューホテル
・会長エレクト研修セミナー
２０１６年 ３月 ２６日(土) 9:30-18:00 成田ビューホテル
・地区研修・協議会
２０１６年 ４月 ２９日(祝) 9:00-16:00 APAホテル幕張
・地区大会記念ゴルフ大会
２０１６年 9月 13日（火） 久能カントリークラブ
・地区大会 ２０１６年 ９月 ２４日(土)・２５日(日)
成田国際文化会館 ＆ 成田ビューホテル

2.第9分区会長幹事会（11/21）出席報告
福田幹事出席 印西 花季

◎地域ぐるみ福祉推進標語・ポスターの助成金の
お願い(社会福祉協議会） 50,000円

3.八街市産業まつり（11/22）
参加報告（原社会奉仕委員長）
21名参加 売上金56,400+25,000＝81,400

◎例会変更のお知らせ
＜印西RC＞12月２３日（水）クリスマス例会（13時集合）
船穂コミュニティーセンター
12月30日（水）休 会
＜白井RC＞12月21日（月）夜間クリスマス家族例会
ブラスリーウェストグリーン（18時点鐘）

4.第36回八街市社会福祉大会（11/26）出席報告
西村会長出席

◎受贈週報等 ・日本赤十字

5.夜間移動例会開催について
12月16日（水）ＰＭ6：00～ 和風レストラン五番

八街RC ・12月 ～ 1月 例会スケジュール
6.年次総会の開催並びに次年度役員理事選出に
ついて
本日開催 鎌形会長エレクトより報告

12月16日（水） 夜間移動例会（五番）18時点鐘
12月23日（水） 祝日休会
12月30日（水） 休

7.創立50周年記念「防犯カメラ」の八街市への目録贈
呈について

会

１月 6日（水） 理事会 ・ 通常例会
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【年次総会】

会長エレクト 鎌形 芳法

【委員会報告】

R財団委員長 山本 和男

これより年次総会を開催いたします。
本日、 皆様よりお預かりしていました財団の寄付
八街ロータリークラブ細則第５条第１節で、年次総会
373,700 円 を 送 金 い た し ま す 。 内 訳 は 特 別 寄 付
は毎年１２月第一例会に開催し 年次総会において、
366,000円とインターアクトクラブより夏まつりの際にお
次年度の役員及び理事の選出をすると規定されてお
預かりしているポリオ寄付7,700円と皆様の特別寄付を
ります。
ドル換算した端数の600円を足して8300円をポリオに
クラブ細則第５条第３節で、年次総会の定数は会員
寄付いたします。ご協力どうもありがとうございました。
総数の３分の１とする。とあり 会員総数３２名、です
クラブ認証ポイントは全会員に450ポイントずつと
から定足数は１１名以上ということになります。本日出
1000 ポイントに 達さな い新会員 の 方々 に それぞれ
席者数は ２３名ですので、本総会は成立することを
1000ポイントになるように加算しました。よってこれで全
確認いたします。
会員32人がポール・ハリス・フェロー獲得となりました。
先週の例会におきまして、指名委員会から役員およ
び理事を発表させて頂きました。 本日は、本総会で
これら候補者を指名し出席会員の過半数の賛成を
以って、次年度の役員および理事としてご承認を求め
【米山奨学生近況報告】
たいと思います。

グエン ティ テュイ リーンさん
役員候補者
会 長
鎌形 芳法
会長エレクト 萬来 謙一会員
幹 事
生形 健一会員

皆さん、こんにちは。先月、私の都合により中々例会に
出席できず、皆様にご心配をかけてしまい、大変申し訳
ございませんでした。本日、2ヵ月ぶりに皆様にお会いで
きて本当に嬉しく思っております。
さて今年もあとわずかになってまいりましたが、ますま
すご健勝のこととお喜び申し上げます。私は来年の2月
に卒業論文の発表本番にむけて先月の17日に中間発
表をしてまいりました。本日、近況報告の代わりに、私の
研究テーマについて皆様にお話ししたいと思います。
私は、現在都市計画分野において「東日本大震災後
の佐原地区の歴史的町並みの再生に関する研究」を主
なテーマとして研究しています。近年、都市の発展にお
いて、歴史的・文化的価値のある町並みや建築物などの
重要性が失われつつあります。特にアジア諸国等の発
展途上国でそれが顕著です。例えば、1999年に世界遺
産に登録されたベトナムのホイアン市では、洪水により被
害を受けた伝統的建造物を再建する際には、木造の柱
の代わりに白いコンクリート造の柱を作るといった伝統的
な価値観を無視した工事が行われました。その結果、建
造物自体と町並み景観に悪影響を与えているという大き
な問題があります。それを食い止めるためには、法律に
よる厳格な規制が必要だと考えられます。
本研究では、アジア諸国で見られる再建方法と比較し
て、千葉県内の身近で見られる震災復興の優れた佐原
地区の事例を対象に、東日本大震災害後における佐原
地区の歴史的町並み及び伝統的建造物の再生・復興の

以上３名は既に就任が確定しております。
副会長（管理運営委員長）
会 計
SAA
直前会長
理事候補者
大野眞里
大畑喜信
平野雅敏
伊藤嘉一
木村利晴

会員
会員
会員
会員
会員

山本
近藤
伊藤
西村

和男会員
雅夫会員
武雄会員
清 会員

（会員増強委員長）
（職業奉仕委員長）
（社会奉仕委員長）
（国際奉仕委員長）
（青少年奉仕委員長）

以上１２名を役員及び理事候補者として細則第３
条第１節第３項により提案いたします。これらの候補
者について、一括してご承認を求めます。賛成の方
は挙手をお願いします。 全員一致で賛成の挙手
を頂きました。よって出席会員の過半数を超えてお
りますので、以上の方々に次年度の役員理事への
就任をお願いいたします。
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計画、伝建地区・景観形成地区の例規を調査し、どの
ような取り組みやプロセスを経ていたのかを明らかに
することを目的とします。また、その結果を踏まえて、
文化財や景観の今後の復興町づくりでの役割や効果
を知ることを目的とします。
研究対象地区について、佐原地区の重伝建地区及
び景観形成地区に1996年に指定された地域の再生
について分析するために、佐原市内を流れる小野川
沿いと香取街道沿いに、江戸時代から昭和初期まで
の伝統的建造物が建ち並ぶ伝建地区を調査の対象
地区としました。
研究方法について、佐原保存地区に掛かっている具
体的な規制の内容について調査を行いました。保存
地区全体の被害の概況を把握するとともに、同じ重伝
建地区内であっても、それぞれ修復の方針、補助金
制度の対象となる建築行為が異なるため、グールプを
分け、各種に対する特徴をもつ建造物の復旧の過程
に応じた取り組みの実施状況を把握しました。各種の
建造物に対して、これまでの修理・修景事業の蓄積を
もつ行政、所有者、NPO法人といった3つのグループ
を対象にし、修理活動に考えられる必要な要素である
補助金の割合、法的ルールの認知、事業者の選定に

ついてヒアリング調査及び現地調査を実施し、保存地
区の例規を考慮した復旧にあたっての取り組みの内容、
及び復旧にあたってのポイントや課題などを把握・整理
していきます。
私は、ヒアリング調査と現地調査を実施するために、
先月2回佐原市に行ってまいりました。本当に、嬉しいこ
とに、市役所の役員をはじめ、現地の住民の方々も親
切に協力していただいたおかげで、調査を無事に終え
ることができました。
卒業論文を発表するまで、後2ヶ月で全力で頑張りたい
と思っています。
以上、私の近況報告を終わります。ご清聴ありがとうご
ざいました。

創立50周年記念事業
12月1日（火）八街市に防犯カメラの目録を贈呈し、
市長より感謝状をいただきました。防犯カメラは、け
やきの森公園に３台、中央公園に２台設置しました。

福田幹事・小川実行委員長・北村市長・西村会長

けやきの森に設置した防犯カメラ

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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