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◇結婚記念日 ・木村 利晴会員

修正
出席率％

◇ 第9分区の皆様からうれしい感謝のことばを
いただきました。
北村市長、今日はご苦労様です。
ありがとうございます。
高橋 宏一会員

86.21

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 85.74%
3/7メークアップ1名・鎌形会員（理事会）

【会長挨拶】
点

鐘

会長

会長 萬来 謙一

萬来 謙一

ソ ン グ

手に手つないで

お 客 様

八街市市長 北村 新司様
米山奨学生（千葉大学）
キム・チュウアイさん
みなさん、こんにちは。
本日は年度末お忙しいなか八街クラブの名誉会
員であります北村八街市長をお迎えいたしまし
た。後ほどご挨拶をいただけるということでよ
ろしくお願い致します。
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3月9日のインターシティミーティングには、
たくさんの会員の参加をいただきました。
有難うございました。当日、基調講演をされた
石井奉仕プロジェクト統括委員長のお話に私は
大変驚かされました。ディズニーランドを貸し
切ってロータリーの世界大会を開催したいなど、
大変大きなスケールのお話をされて参加した
ロータリアンの中には「ロータリーの中にもす
ごい人がいるんですね」と話していた人もいま
した。その石井統括委員長から国際ロータリー
2790地区スリランカクラブの会員募集中という
◎米山梅吉記念館春季例祭のご案内
案内が来ました。「スリランカ国との事業や奉
日時：2018年4月21日(土)14時から
仕を通して会員相互の友好を深めクラブ、分区
式場：米山梅吉記念館 ホール
を越えての仲間づくりをしましょう」という内
＊全国1人100円募金活動も継続中
容でした。
＊賛助会員募集中
なぜスリランカなのかということは、IMの中
（年間1人1口3,000円より）
でも話されましたが戦後、日本は世界で一番早
く正式にスリランカと国交を回復したそうです。 ◎受贈週報等
数ある関係国の中で「なぜスリランカが一番早
・印西RC ・富里RC ・成田CPRC
かったのか？」きっかけになった出来事は第２
・千葉黎明高校卒業証書授与式
次世界大戦後の1951年サンフランシスコ講和会
議において、日本の主権を擁護する演説をした
ジャヤワルダナ大統領（当時大蔵大臣）であっ
【卓
話】
八街市市長 北村 新司様
たそうです。その演説が日本という国のかたち、
そして日本が国際社会に復帰する道筋をつけた
ということです。そのようなことからスリラン
カに奉仕で活動されているクラブや会員、文化
に興味のある会員などで情報交換し、文化・経
済を通じ両国の奉仕・親睦を活性化させ、良い
関係を築いて行きたいということです。スリラ
ンカクラブの会員を募集するということですの
で、関心のある方はスリランカクラブ事務局へ
お問い合わせください。
4月1日日曜日に第6回黎明観桜会が開催され
ます。ドリームステージでは音楽やダンスもお
『八街市の情勢について』
楽しみいただけますので、会員の皆様も黎明高
校の桜を観に行っていただきたいと思います。
ただ今ご紹介いただきました八街市長の北
村でございます。
八街ロータリークラブの皆様には、日頃か
ら八街市の市政全般にわたり、多大なるご理
解とご協力をいただいております。この場を
【幹事報告】
幹事 平野 雅敏
お借りいたしまして、深く感謝申し上げま
す。また、本日は貴重な時間を頂戴して、こ
◎黎明観桜会セレモニーのご案内
のようにお話しさせていただく機会をいただ
日時：2018年4月1日(日)13時開式
きましたことにつきましても、併せまして厚
式場：千葉黎明高校体育館
くお礼申し上げます。
それでは、さっそくではございますが、現在
◎千葉黎明高校入学式のご案内
の八街市の情勢につきまして、少しお話しさ
日時：2018年4月7日(土)午前9時15分開式
せていただきたいと思います。
式場：千葉黎明高校生徒館
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私は、平成２２年末に市民の皆様から信託
をいただき、市政をお預かりして以来、時が
経つのは早いもので、２期目の任期も残すと
ころあとわずかとなりました。この間、大変
厳しい財政状況ではございましたが、様々な
困難を乗り越え、今日まで市長としての重責
を務めることが出来ましたのも、ひとえに、
私のこれまでの市政への取り組みを温かく支
え続けてくださいました市民の皆様のご支
援・ご協力の賜物と、心より感謝を申しあげ
る次第でございます。
本年も昨年と同様、本市を取り巻く状況は
依然として厳しい状況にありますが、持続可
能な社会の構築、個性を活かしたまちづくり
に向けて、市の最上位計画である『八街市総
合計画２０１５』をもとに、着実に各種施策
を推進することによりまして、将来都市像と
して『ひと・まち・みどりが輝くヒューマン
フィールドやちまた』の実現に向けて取り組
んでまいります。
それでは、平成３０年度の主要事業の概要
につきまして、説明いたします。
まず始めに、『便利で快適な街』のための
主な施策についてでございます。
榎戸駅整備事業についてでございますが、
平成２７年度に開始しましたこの事業も、完
成予定まで残すところあと１年に迫りまし
た。現在、工事は順調に進捗しており、平成
３０年度も、駅舎の橋上化、東西自由通路の
新設、東西ロータリーの整備など、平成３１
年３月の完成を目途に工事を進めてまいりま
す。
八街バイパスにつきましては、全線開通ま
で残すところ国道４０９号から大木地先まで
の約５００メートルとなっておりましたが、
この度、交渉しておりました地権者との協議
が整い、用地買収・補償のための契約を結ぶ
ことができました。今後千葉県では、平成３
２年度の開通を目標に事業を進めていく予定
となっております。工事完了のあかつきに
は、本市中心市街地にある八街十字路を中心
とした車両の通行に変化をもたらし、懸案で
ありました市街地の慢性的な交通渋滞の緩和
に、一定の効果があるものと期待していると
ころでございます。今後も早期に全面開通が
実現するよう、千葉県に対して引き続き働き
かけてまいりたいと考えております。
国道１２６号沖入口交差点につきまして
も、地権者との協議が整い、事業着手に向け
て前進しているところでございます。

国道４０９号朝陽小学校脇交差点につきま
しては、現在、完成に向けて工事を進めてい
るところでございます。当初の予定では、本
年３月末完成を目途に工事を進めてまいりま
したが、ＮＴＴ電柱の移設が予定より遅れる
とのことから、完成が２ヶ月程度延びること
となりました。皆様にはご不便をおかけし大
変申し訳ございませんが、もうしばらくご辛
抱いただきますようお願いいたします。住野
十字路交差点改良につきましては、順調に進
めば平成３０年度以降に調査・測量、詳細設
計、用地買収を経て工事に着手し、平成３３
年度から平成３５年度までの間に開通できる
よう事業を進めていく予定となっておりま
す。もちろん、地権者の皆様の協力や県予算
の確保が前提ではございますが、できるだけ
早期に事業完了が迎えられるよう、今後も山
本県議とともに、関係者に強く働きかけてま
いりたいと考えております。これからも市民
生活や産業活動を支える道路につきまして
は、交通需要や渋滞箇所を把握する中で、計
画的な整備を進めてまいります。
次に『安全で安心な街』のための主な施策
についてでございます。
まず防犯体制の強化策として、市では夜間
通行の安全を確保し、犯罪の起きにくいまち
づくりのため、各地域に防犯灯の整備を進め
ているところで、現在、市内に約６千灯の防
犯灯を設置しております。防犯灯につきまし
ては、消費電力が少なく、より明るく、また
耐用年数も長い
ＬＥＤ灯を一部に導入しておりますが、防犯
対策とともに省エネルギー化を図り、環境に
配慮した低炭素社会を推進するため、平成３
０年度に全ての防犯灯をＬＥＤ灯に切り替え
ることといたしました。なお、併せて今後に
おきましても、市民の皆様から要望があった
必要な箇所につきましては、防犯灯の整備を
進め犯罪の起きにくいまちづくりを進めてま
いります。
また、現在、道路交通法の改正により、消
防自動車は普通免許では運転できないことか
ら、各分団による消火活動に支障が生じてい
るところでございます。このことから消防団
による防災体制の充実を図るため、本市消防
団員が消防自動車を運転するための免許を取
得する際の経費について、一部を助成する制
度を創設いたしました。
次に『健康と思いやりにあふれる街』のた
めの主な施策についてでございます。
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子育て支援にかかる平成３０年度の主な事業で
ございますが、本市の長年の懸案でありました
児童館が、いよいよ建設に向けて動き出すこと
となりました。子どもたちに健全な遊び場を提
供し、地域における子どもの余暇活動の拠点と
して、また、健全育成活動を行う子育て支援の
拠点として利用できる施設が実現することとな
ります。建設予定地は、中央公園、老人福祉セ
ンターに近接した自然豊かな環境とともに、高
齢者との世代間交流など、子供たちにとって魅
力的な活動が出来る場所であると考えておりま
す。平成３０年度予算では、設計業務、測量業
務、地盤調査業務を予算計上し、平成３１年度
の開設に向けて準備を進めてまいります。
また、実住学区における児童クラブにつきま
しては、現在、第一八街児童クラブ、第二八街
児童クラブで合計８０名を定員として運営して
おりますが、小学校から児童クラブまでに距離
があり交通事故等の危険が生じること、また、
希望者全員を入所できるには至っていないこと
から、以前より保護者から場所の変更とともに
施設増員の要望があったところでございます。
平成３０年度予算では、この要望を受けまし
て、実住小学校の余裕教室を活用し、定員を増
やした新たな児童クラブを整備する予定でござ
いまして、本年１２月の開設を目指して準備を
進めてまいります。
待機児童解消対策として、平成３０年４月に
開園予定の小規模保育事業所に対して、運営費
の補助を新たに新年度予算に計上いたしまし
た。小規模保育事業所の開設により、０歳児か
ら２歳児まで、１９名の定員増を図る予定でご
ざいます。
健康づくりの支援策として、肝炎ウィルスの
検診対象を拡大いたします。最近のウイルス性
肝炎の治療は進歩しており、例え肝炎ウイルス
に感染していても、早期に医療機関で適切な治
療を受ければ、深刻な症状に進行するのを防ぐ
ことができます。このことから、肝炎ウィルス
の検診対象年齢を現在の４０歳のみから、４０
歳以降７０歳までの５歳刻みに拡大することと
し、早期発見・早期治療につなげてまいりま
す。
次に『豊かな自然と共生する街』のための主
な施策についてでございます。
今年度に購入したけやきの森公園についてで
ございますが、公園内にある欅の大木は開墾当
初に植樹されたもので、八街市の開墾の歴史を
残す大変貴重な文化的な財産と言えます。用地
の購入に当たり、美しい自然を活かした市民の

憩いの場、交流の場、健康づくりの場とし
て、また、避難場所としての機能を併せ持つ
公園施設となるよう整備する予定との説明を
したところでございます。平成３０年度予算
では、公園内にある欅の大木について、生育
の状態や安全性を確認するため、樹木医に調
査を依頼する予定でございます。併せて避難
場所の整備として、防災用井戸の設置及び北
側道路を拡幅して災害時に大型の消防車両等
が進入できるよう整備する予定でございま
す。
次に『心の豊かさを感じる街』のための主
な施策についてでございます。
学校教育の充実についてでございますが、
まず、小中学校空調設備の整備につきまして
ご説明いたします。平成３０年度は川上小学
校の空調設備の本体工事を予算計上いたしま
した。今後の各学校における空調設備の整備
計画については、平成３１年度に小学校８校
の設計、平成３２年度に小学校８校の工事及
び中学校４校の設計、平成３３年度に中学校
４校の工事を実施する予定でございます。具
体的な各学校の空調設備につきましては、川
上小学校の空調設備が稼働した後、その検証
結果を設計に反映させまして、各学校にあっ
たよりよい空調設備としてまいりたいと考え
ております。空調設備の整備は、児童・生徒
の健康保持はもとより、学習環境が改善され
ることにより、学力の底上げにも繋がるもの
と期待しているところでございます。
スポーツプラザは平成４年の供用開始から
既に四半世紀が過ぎ、老朽化に伴いまして施
設内の各所で改修等が必要となっておりま
す。特に今回改修予定のテニスコートは地盤
が弱く人工芝は傷みが激しかったことから、
早急な改修が必要でありましたが、この度ス
ポーツ振興くじの助成金を活用できることと
なったことから、平成３０年度予算に計上し
て地盤改良・人工芝の張り替えを実施いたし
ます。また、中央公民館のエレベーターにつ
きましても、老朽化に伴いまして改修するこ
ととし、利用者の安全を確保いたします。
次に『活気に満ちあふれた街』のための主
な施策についてでございます。
地域の賑わいを取り戻すためには、人口減
少対策とともに、農・商・工業のバランスの
とれた産業の活性化が必要不可欠でございま
す。地域資源を活かした産業振興策として実
施しております八街市農業体験ツアーにつき
ましては、八街市のＰＲ効果も大きく好評を
４

得ていることから、引き続き平成３０年度に 【米山奨学生最終挨拶】
おいても実施いたします。また、昨年から開
キム・チュウアイさん（中国）
催しました「やちまた落花生まつり」につき
ましては、既にご案内のとおり、市内外から
多くの来場者をお迎えし、落花生や新鮮野菜
の販売など大変好評を博した八街市の新たな
イベントとなりました。平成３０年度は昨年
の経験を踏まえ、さらに予算を拡充して内容
の充実を図ってまいります。
先に県庁を訪ねた折、森田知事から、八街
産生姜を利用した八街生姜ジンジャーエール
につきまして、県産品を活用した製品の成功
例として、高い評価をいただいたところであ
り、今後、県においてもまた知事本人も八街
萬来会長を初め、八街クラブの方々にはこの
生姜ジンジャーエールを千葉県の名品として 1年間大変お世話になりました。
積極的にＰＲしていくとの言葉を頂戴いたし おかげさまで私は、この春無事に博士課程を卒
ました。八街生姜ジンジャーエールは、産経 業することができました。昨日卒業式学位授与
新聞社等が主催する「ふるさと名品オブ・ 式がありましたので、学位証書をもってきまし
ザ・イヤー、まちの逸品」部門賞において優 た。そして、研究学科長により表彰もいただき
良賞を、そして「食のちばの逸品を発掘２０ ましたので、一緒にもってきました。
１８」において金賞を獲得するなど、大変高
この1年間のご援助に心より感謝申し上げま
い評価を受けており、皆様すでにご承知のと す。この1年間は大学院5年間の中で最も忙しく
おり、販売も大変好調と伺っております。
て卒業論文のための研究、就職活動で体力的に
また、昨年、郵便局のふるさと小包で「八 も精神的も厳しかったですが、ロータリー米山
街産 千葉半立落花生」が人気第３位となる による研修旅行や親睦会などで、充実した年で
など、大変、多くの申込みをいただき販売し もありました。
たとのことでございます。落花生が八街市の
この1年間例会に参加して、色々と思い出が
特産品として認知度を深め人気を博している ありますが、中でも、例会の後に会員様のお職
のは、ひとえに生産者・加工業者や商工会議 場を見学させていただきまして、さらに日本社
所などの関係団体と行政が協力してＰＲ活動 会に対する認識が変わるようになったと思いま
に努力した賜物であると思いますし、手前味 した。特に槍木さんの職場を見学させていただ
噌になりますが、私が安倍総理などに継続し いた時、今もそこで新しいアイデアを考えなが
て贈呈するなどの地道な活動もその一端にあ ら物作りに専念されている姿を見て本当に感服
るのではないかと考えております。今後も しました。私も同じように、歳と関係なく、い
様々な活動を通じて、八街産農産物を含めた つまでも研究を続けるようになりたいなぁとお
八街市のＰＲに努め、本市の活性化に取り組 もいました。
んでまいりたいと考えております。
この留学生としての学生生活最後の1年間を
以上、平成３０年度の主な施策につきまし 送ることができたのは、ひとえにご支援いただ
て説明させていただきました。今後も今まで きましたおかげです。アルバイトに時間を割か
市民の皆様にお約束したまちづくりにつきま ずに勉強や研究に集中できたことは、ほんとう
して、その実現を図るため全身全霊を傾けて にありがたいことでした。心より感謝を申し上
努力してまいりたいと考えております。
げます。今後は、感謝の気持ちを忘れることな
八街ロータリークラブの皆様におかれまし く、日本と中国の架け橋となって、社会に恩返
ても、引き続き、本市の施政運営にご理解と しをしてまいりたいと考えております。
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最後にもう一度心よりお礼を申し上げます。
結びにあたり、八街ロータリークラブの ありがとうございました。
益々のご発展と本日ご出席の皆様のご多幸を
ご祈念申し上げまして、講演を終了とさせて
萬来会長より最後の奨学金140,000円が
いただきます。
キムさんに渡されました。
本日は、ありがとうございました。
キムさん、ご卒業おめでとうございます。
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夜間移動例会
第2503回 2018年4月4日例会報告

【出席報告】
出席計
算会員 出席 欠席
数
例会
4/ 4
29
23
6
3/ 9
27
14
13
会員総数 31名

当クラブより就職祝いとしてビジネスバッグを
プレゼント

出席
率％
79.31
51.85

ＭＵ

修正
出席率％

5

70.37

（ 内名誉会員 4名

・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 84.46%
3/9メークアップ5名・平野幹事、白𡈽会員（理事会）
生形会員(米山)・木村会員、笹川会員（IA)

槍木会員、一年間カウンセラーお疲れさまでした

会

場

一番いけす

点

鐘

会長

ソ ン グ

萬来 謙一

我らの生業

【委員会報告】
青少年奉仕委員長 笹川 英一
【会長挨拶】

会長 萬来 謙一

3月13日に第3回インターアクト合同会議が
千葉市民会館にて開催されました。内容につ
きましては第51回インターアクト指導者講習 みなさん、こんばんは。
会：5月11日（金）ホスト校、文理開成高等学 4月1日に第6回黎明観桜会に出席しました。
校、スポンサークラブ、鴨川RC：の実施要項 晴天に恵まれ満開の桜の花はとても綺麗で、
と並びに第52回インターアクト年次大会：8月 最高の桜を見ることが出来ました。桜の木の
25日（土）千葉県南総文化ホール、ホスト校 下では売店も出店され、またドリームステー
安房拓心高等学校、スポンサークラブ千倉 ジではいろいろなプログラムが用意されてい
RC：の説明があり、興味のある方は是非とも て、たくさんのお客様がいらっしゃっていま
私と一緒に参加していただきます様お願いい した。何人か八街クラブの会員にもお会いし
たします。最後に18－19年度インターアクト ました。
会長と副会長の紹介があり終了となりました。 午後1時から生徒館で式典が開催され、
6

奥野衆議院議員、北村市長、山本県議、その
式典が終わりお客様退場されている時、来賓
他にもたくさんの来賓の方が出席されていま として出席されていた千葉日報社の萩原社長が
し た 。 式 典 は 黎 明 高 校 吹 奏 楽 部 の フ ァ ン 来られて、自身は千葉RCの会員ですと話され名
ファーレで始まりました。始めに実行委員長 刺交換をして少しお話をさせていただきました。
の林さんの挨拶、来賓のご挨拶がありその後
林実行委員長のお話では今年の観桜会は6回
お客様が楽しみにされている吹奏楽部の演奏 の中で最高だったということです。来年はたく
会が始まりました。大変素晴らしい演奏会で、 さんの会員に桜を見ていただきたいと思います。
間近で聴く演奏は迫力満点でお客様が会場一
杯になるのも納得でした。

原親睦委員長
乾杯の挨拶

槍木会員の
一本締め

萬来会長点鐘

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
７

