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【出席報告】
出席計
算会員 出席 欠席
数

例会
1/ 25
1/ 11

32
32

【会長挨拶】

SAA 伊藤 武雄

27
27

5
5

出席
率％
84.38
84.38
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修正
出席率％

1

87.5

会長

鎌形 芳法

会員総数 37名
（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 88.31%
1/11メークアップ1名・生形幹事（理事会）

皆さま、今日は。
点

鐘

ソ ン グ

会長

鎌形 芳法

本日はお忙しい中、八街

市の北村市長がお見えになっております 。
プログラム委員会の尽力により、新春の１月、

それでこそロータリー

公務多忙の中スケジュール調整してお越し頂き
お 客 様

八街市長 北村 新司様

感謝いたします。後程卓話を頂きたいと思いま

滝澤 正樹様
（成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝＲＣ）

す。

私自身、北村市長のご挨拶を市長就任以

来、何度か拝聴する機会がありました。今年度
に限りましては、直近では八街市社会福祉大
会・八街市成人式・八街市商工会議所賀詞交歓
会・そしてロータリークラブ・にお招きできた
こと。数か月間に北村市長のお話を聞く多くの
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機会に恵まれたことに感謝するとともに改めて
市長の多忙さ、そして伝える

◎例会変更のお知らせ

話し方というこ

《成田ＲＣ》

とに感動いたしました。

2月10日（金）夜間移動例会・メディア協議会

今、世界中で様々な問題が生じています。特

（U－シティホテル）

にアメリカ合衆国大統領・トランプ氏の就任が

2月17日（金）新酒を楽しむ会

済みTPP離脱・アメリカン.ファースト主義・

2月24日（金）振替休会（ＩＭ）

中東問題・IS・中国・北朝鮮・など、今後ど
うなるのかと不安が高まっているように思われ
ます。
こういう時だからこそ、ロータリーの奉仕の
精神が意味あるように思えてなりません。「利

【参加報告】

他の精神」こそ大切な事と考えます。ロータ

クラブ研修リーダー
原 弘行

リー年度といたしましては後半に入りました。
2016 ～ 17 年 度 の RI テ ー マ で あ る ジ ョ ン .F.
ジャーム会長が掲げる「人類に奉仕するロータ
リー」そして第2790地区.青木貞雄ガバナーの
行動指針「感謝と挑戦」の下、会員がロータリ
アンになって良かったと思うようなクラブの活
動・運営に改めて努力して行きたいと思います。
来週から２月になります。

2月18日には、高
第3回ＤＬブラッシュアップ研修会

橋ガバナー補佐主導によるIMが日航ホテルで

開催されます。会員皆様のご協力、よろしくお

1月 23日 （月） 午 後 、地区主催 標 記セミ

願いいたします。

ナーが千葉市民会館で開催され地区研修役員、
委員、およびＤＬ会員33名が参加しました。

【幹事報告】

副幹事

白鳥研修委員長の挨拶、海寳ＲＬＩ小委員

平野 雅敏

会委員長から本年度パートⅠの参加者、全体
で37名うち東京地区6名との報告がありまし
た。
続いて、４グループに分かれてＤＬ実践を
約２５分計４回実施し、その後会場を変え懇
親会が開催され参加者全員自己紹介し閉会し
ました。
◎こども会書き初め、受賞者の報告
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【市政報告】

八街市長

北村 新司様

私も安倍総理には４回お会いすることができ、落
花生を贈呈する機会をいただきました。また麻生
副総理兼財務大臣には２回目の贈呈をすること
ができました。そして秋篠宮様には３回目の献上
をする機会をいただきました。このようなことも八
街市のPRに大いにつながるということでございま
して、引き続き努力していくつもりです。
八街市の町づくりでございますが、長年の懸案
でございました榎戸駅につきましても、ようやく工
事が始まりまして、平成31年に供用開始になる
運びになりました。それに合わせた駅前広場の
整備につきましても、随時行っていきたいと思っ
ております。また八街バイパスにつきましても、今
皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただ
年度末には供用開始することになりました。先般
きました市長の北村です。本日は八街ロータ
印旛土木事務所にお伺いしたところ、日にちは
リークラブの例会にお招きいただき、卓話の
はっきりしませんが、３月末日までには開通の運
機会をいただきましたことに厚く御礼申し上
びになりますので大変良かったと思っております。
げます。日ごろロータリークラブの皆様には、 このことによりまして八街市内の交通体系、交通
社会奉仕の面でも八街市にいろいろご協力い
渋滞の緩和等が大きく変化するものと期待して
ただいておりますことを、この場をお借りし
いるところでございます。
まして御礼申し上げます。
ほかの国県道の整備につきましても、国道126
実は八街市もいろいろ文化遺産等がござい
号線沖入口、国道409号朝陽小入口交差点、住
まして、千葉黎明高校の「生徒館」の登録文
野十字路の改良につきましても、千葉国道事務
化遺産に続きまして、「榎戸新田橋りょう」
所におきまして、積極的な対応をしてくれるとい
のアーチ橋遺産が県の土木遺産に登録されま
うことです。特に朝陽小の入り口交差点につきま
した。こういうことも八街市の活性化への意
しては、ようやく地権者全員のご了解をいただき
味合いもあり、関係者に対し改めて御礼申し
まして、平成29年秋には着工いたします。これに
上げる次第でございます。
よりまして朝陽小脇の交差点の渋滞が大きく解
今八街市では子どもたちが大変頑張ってお
消されるものと思います。
ります。市役所には懸垂幕が下げられており
2月17日に3月の定例議会が招集されます。一
ますが、「空手」で植草歩（あゆみ）さんが、 般会計で203億7000万余円を計上するわけでご
日本選手権大会で優勝されました。世界にお
ざいますが、この中には市のホームページのリ
きましても優勝されておりますが、八街市の
ニューアル、市庁舎の耐震改修事業、第2庁舎
出身であり、八街市としても大変PRをしてい
の解体、防犯ボックスの設置、保育事業の充実、
ただいております。3年後の東京オリンピッ
小中学校の空調設備の整備事業、市民協働課
クで活躍されるよう八街市としましても、
の設置等の議案を上程いたします。これらを議
しっかりと応援していきたいと考えておりま
会で可決していただけたならば、こうした事業を
す。また阿部未来（みく）さんが全国中学校
しっかり進めていきたいと思っておりますので、よ
ゴルフ選手権大会で優勝されるなど、多くの
ろしくお願いいたします。昨日も八街市医師会
子どもたちが頑張っておられます。また
の皆様と意見交換会の場をいただきました。八
ミュージカル「アニー」の前田優奈（ゆう
街市民の健康管理、疾病予防等々で意見を交
な）さんも頑張っておられまして、今年11月
わしたところでございます。先生方におかれまし
に「佐倉市民音楽ホール」におきまして、歌
ては、日ごろ24時間市民の健康維持管理におき
手の島田歌穂（かほ）さんとジョイントコン
ましてご尽力いただいているところでございまし
サートを行う予定ですので、ロータリークラ
て、市を代表してしっかりとお礼を申し上げたとこ
ブの皆さんにも是非応援に駆けつけていただ
ろでございます。
ければと思っております。なおバックは千葉
そして私は国の事業、県の事業をスムーズに
交響楽団が演奏されるということを佐倉の蕨
進めることにつきまして、山本県議とともに、課長
市長さんからお聞きしております。
以上の職員と随時意見交換を行っております。
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と聞かれます。企業さんにとりましては色々ハード
ルが高いと聞きますが、着々と整備していただい
ております。これが八街市の観光地の一つになり
得ることを含んでおりますので、しっかりサポートし
てまいりたいと思います。それにはここにいらっ
しゃいます皆さんにもご支援を賜りたいと思いま
す。
終わりになりますが、NHKで落花生についての
「ためしてガッテン」が放映されました。いろんなと
ころで、「NHKのためしてガッテンってすごいね」と、
どの場所に行っても言われるので、さすがNHKだ
なという思いを感じているところでございます。「２
０粒ずつ食べれば、健康に良い」ということがNHK
で放映され、八街市と落花生がまた一つ大きな宣
伝になりました。
ロータリークラブの皆さんのご支援をいただきな
がら、そして市民の皆様のお力添えをいただく中
で、八街市の市民が安心して住めるよう八街市の
活性化に努力してまいりたいと考えております。
今後とも皆様のご協力をいただきながら、八街市
が少しでも住みよい、住んでよかったという町にし
てまいりたいと平成29年の新年を迎えて思いを新
たにした訳でございます。ロータリークラブ会員の
皆様のお力添えをお願いしまして卓話を終わらせ
ていただきます。ありがとうございました。

12月5日には千葉県農林水産部の課長以上の幹
部、1月〇〇日には県土整備部の課長以上の幹
部、4月6日には千葉県健康福祉部の課長以上の
幹部、八街市の職員も随行させていただきまして、
併せて山本県議にもご出席いただいた中で、県
職員幹部と八街市の職員との間で、八街市の町
づくりについてしっかりと意見交換をすることに
なっております。県幹部の話によりますと、こうして
熱心に県幹部職員との意見交換をする自治体は
そう多くないとのお話でございます。
また千葉銀総研のご協力で、千葉県の活性化
あるいはこの地域の活性化について に研修を
行っていただきました。千葉銀さんに対しまして敬
意と感謝を申し上げるところでございます。
また先般千葉大学園芸学部の丸尾教授、小林
教授、桜井教授３名が、わざわざ八街市においで
下さいまして、千葉大学のカリキュラムの中で農業
体験を単位の一つとして認められるので、八街市
にも協力していただけないかというお話がござい
ました。これには大変うれしく思います。丸尾先生
と企画政策課で調整しておりますが、八街市にお
きましても大変大きなことでございます。学生が八
街市の農業を経験して勉強するということは、大き
な意味合いがございます。千葉黎明高校の中で
も生産ビジネス科の生徒さんもいらっしゃいます。
そういうことを踏まえまして八街市の教育を通じた
街づくりをどうするかということも含めまして、今後
推進していくことを考えておりますので、皆さんに
もご支援とご理解をお願いする次第でございます。
また八街市も色々な意味での事業をしておられ
ますが、商工会議所が中心になって行っている
「八街生姜ジンジャエール」が昨年は非常に好評
でした。私もあちこちで聞かれますが、「ジンジャ
エールはどこで買えるのか」とたびたび聞かれるこ
とがございます。このたび商工会議所さんもしっか
り「八街生姜ジンジャエール」を増産するということ
でございますので、しっかり後方支援をしてその
ジンジャエールを応援してまいりたいと思っており
ます。
また民間の開発行為で、ユニマットさんが展開し
ております「ドキーズアイランド」ですが、このこと
につきまして八街市においても「商工観光課」とし
て名称変更いたします。私も市長会等に赴きまし
た機会に、「八街で何か企業がリゾート開発をして
いるんじゃないですか」と聞かれ「どうなんですか」

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一 ・ 萬来謙一
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