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【出席報告】

例会

【会長挨拶】

SAA 小澤 孝延
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修正
出席率％
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87.5

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率81.87%
1/9メークアップ3名・関会委員、笹川会員、（理事会）
増田幹事（会長幹事会）

会長 山本 和男

（ 名誉会員 4名

点

鐘

こんにちは。本日は八街ロータリークラブの
名誉会員でもあります県会議員の山本義一様に
お越し頂いております。後程ご挨拶を頂きたい
と思います。又先だって退会された原さんが退
会の挨拶をしたいと言うことでお見えになって
おります。後程ご挨拶をお願い致します。
さて今月は職業奉仕月間と言うことですので
私の職業でもあります海苔の話をさせていただ
きます。今日は海苔の味の比較をして貰う為に
サンプルを持って来ましたので食べてみてくだ
さい。まず有明の海苔ですが柔らかで口どけが
良いかと思います。主に食べる直前におにぎり
や手巻き寿司などにお薦めです。千葉の海苔で
すが有明から比べるとしっかりとしたやや固め
に感じられるかと思います。巻き寿司などに最
適です。お寿司屋さんやおにぎり屋さんは江戸
前ということで千葉の海苔を使っているところ
が大半かと思います。海苔の養殖には支柱作と
浮き流し作とあるのですが支柱をたてて海苔網
をしばって海苔を育てる方法は潮が引いて

会長 山本 和男

ソ ン グ

我等の生業

お 客 様

千葉県議会議員
山本 義一様（名誉会員）

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日

木村 利晴会員

◇ご苦労様です。今後も地域奉仕活動に
ご尽力をお願い申し上げます。
名誉会員 山本 義一様
◇お世話になりました。

元会員 原 弘行様
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空気に触れる時間があるので口当たりの良い 【100％出席表彰】
柔らかな海苔になるらしいです。一方浮き流
しは水深のあるところでの栽培方法ですので
常に潮に浸かったままですのでしっかりとし
た厚みのある海苔に育ちます。主に兵庫香川
の海苔は固めで厚みのある海苔になります。
コンビニのじかまきおにぎりなどに多く使わ
れています。このところ海苔の養殖も温暖化
していて海水温が高い為に不作が続いてます。
海苔が育つ適温は11度から13度とされていま
す。この寒さになりやっと採れ始めたらしい
ですが千葉の海苔も東京湾の水が綺麗になり
過ぎたのか昔のような良い海苔が取れなく
なったと聞いています。
ここだけの話ですが…。
2018～2019年度 上期 100％出席者

【幹事報告】

幹事 増田 繁

＊山本 和男

＊増田 繁

＊高橋 宏一

＊関 由美子

＊生形 健一

＊鎌形 芳法

＊原 弘行

＊荒木 由光

＊小久保 和子

＊泉水 宏之

【退会挨拶】

元会員 原 弘行

◎RLIパートⅠ開催のご案内
日時：2019年２月11日（月）10時10分開会
場所：千葉市民会館
◎八街市社会福祉協議会より特別会費の
お願い
◎例会変更のお知らせ
≪印西RC≫
・2月20日（水）→
・4月10日（水）→

昨年末、私は当クラブを退会することを
山本会長に届けました。会長からは少し考
えてくれないかと言われましたが、妻が昨
年春から秋にかけ東京の病院にお世話にな
り、入・退院を繰り返していました。現在
も家で寝たり起きたりいたしております。
現状では、半年以上かかる見通しです。回
復次第又お世話になろうかと思います。
また、地区でもＲＬＩを担当しておりま
すが同様なことを連絡いたしました。
よろしくお願いいたします。

IM
ごみゼロ～花見

≪成田RC≫
・2月8日（金）→ 振替休会
・2月12日（火）→ 夜間移動例会
（新酒を楽しむ会）
・2月20日（水）→ IM
・2月22日（金）→ 振替休会
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【卓

話】

千葉県議会議員
山本 義一様

八街ロータリークラブで卓話の機会をいただ
きまして、誠にありがとうございます。
昨年私は、議員活動２０年を迎えました。
この間、ご支援いただきました皆様に改めて
感謝申し上げます。ありがとうございました。
市議会議員４期１１年の中では、八街市の為、
市民の為の取り組みをさせていただき、また、
基幹産業である農業振興であります。農業振興
や生活道路整備、教育力の向上、福祉の充実な
ど様々な分野に渡って取り組んでまいりました。
平成２２年１月に千葉県議会議員に初当選させ
ていただき、安全・安心なまちづくりに邁進し
てまいりました。次世代の方々が誇れる輝く千
葉へ、八街へ更なる飛躍を目指して、具体的な
構想を持つ理想主義が的確な状況判断と実行力
を基に将来展望を具現化させて行くことが必要
であります。
県民、市民の生活をより活性化させるには、
『人・物・金・情報の円滑な流動性』が不可欠
です。
千葉県が将来目指すべき姿とその実現に向け
た政策の基本方針を定め、県を取り巻く時代背
景と課題と照らし合わせ続けていく認識力を持
たなければなりません。
県の将来人口推計は、平成２７年度(2015年)
の
６２２万３千人から平成３２年(2020年)には６
２４万７千人となりますが、その後は減少傾向
に転じ、
２０３０年には、６１１万６千人まで減少する
見込みです。
これまでに経験したことのない人口減少に直
面することになります。今後、人口減少社会を
迎える中にあっても、未来の千葉県八街市を担
う次世代の若者や子ども達が誇れるような、光
り輝く千葉県八街市に更に飛躍するまちづくり
を行って行きます。
１．安全・安心第一に
・大規模災害時の体制強化
・災害に強い社会資本整備の推進
・交通死亡事故ゼロを目指して
・犯罪が起こりにくい街づくり
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２．教育第一に
八街の未来を担う子どもの育成
○教育環境の整備・充実
・今年度エアコン未設置校(１９校)に
夏休み期間中に整備
・学校トイレの洋式化を進め、設置率の
向上
・私学振興
子ども達が夢と希望をもって成長するために
心身共に健やかに生まれ育ち、社会的にも律した
若者に成長できるよう支援してまいります。
『生きる力』の育成、自らの生き方を考え、
志を持ち、失敗を恐れずにチャレンジする精神に
溢れ、知・徳・体のバランスがとれた『生きる
力』や勤労観、職業観を備えた世界に通じる人材
を育成します。
ちばのポテンシャルを最大限に活用し、教育
立県の土台づくりをします。
人間形成の場としての活力ある学校づくり、
教育現場の重視と教職員の質、教育力の向上、い
じめ防止対策の推進、人格形成の基礎を培う幼児
教育の充実、一人一人の教育的ニーズに応じた特
別支援、教育の推進、読書県『ちば』の推進、安
全・安心な学びの場づくりの推進など、それぞれ
の充実を図ります。

３．経済の活性化と交流基盤の整備
千葉県を訪れる観光客は年間１億７千人です。
温暖な気候と『花』や『海』、新鮮な海の幸、
山の幸の『食』や数多くの歴史的・文化的資源を
有するなど、多様な『宝』や『ポテンシャル』を
秘めています。また、成田空港の更なる機能強化
や２０２０年東京オリンピック・パラリンピック
における８競技を千葉県で開催するなど、観光に
とって大きな追い風が吹いており、新たなステー
ジへと、ステップアップする絶好の機会です。そ
こで、何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づく
りを東京オリンピック・パラリンピックを契機と
したインバウンドの推進、地域の特性を生かした
移住、定住の促進など観光振興に努めます。
また、豊な生活を支える食と緑づくりに、ち
ばの農林水産物の販路開拓やＩＣＴの活用などに
よる競争力強化とともに、高付加価値型、高収益
型農林水産業への転換を促進し『農林水産業王
国・千葉』の実現に努めてまいります。
外国訪日観光客は、昨年１２月に３，０００
万人を超えました。この５年間で３倍の急増ぶり
です。
国は、２０２０年に４，０００万人、２０３０年
には、６，０００万人に増やす目標を掲げており
ます。
地方の魅力ある観光資源を発掘して、外国人
に周知し、訪問地を分散化させていきたい。

また、２０１７年の県農業産出額は、４年
連続で全国で第４位でした。県農林水産業振
興計画で第２位返り咲きを目標に掲げ、取り
組んでまいりましたが、順位が上がらず、今
後も引き続き生産者や関係団体と一体となっ
て第２位奪還に向けて産出額の減少の原因に
ついて分析し、取り組んでまいります
東京オリンピック・パラリンピックの『都
市ボランティア』の募集を昨年９月から開始
しました。
目標は、３，０００人で競技会場の千葉市
や一宮町のほか、成田空港などで交通・観光
案内を担う都市ボランティアは、６，２９７
人の募集がありました。
２倍強となり感謝です。八街市から女子空
手で全日本空手道選手権大会４連覇や空手の
世界大会で優勝するなどで活躍している植草
歩選手とパラバトミントン国際大会でダブル
スとシングル競技で２冠を制した里見沙李奈
選手が東京オリンピック・パラリンピックの
メダル候補として現在有力視されている選手
がおります。市民・総出で応援しましょう。
是非、八街市に金メダルを取ってきてほし
いです。凄いことですね。
平成７年１月の阪神淡路大地震、平成２３
年３月１１日の東日本大震災、昨年は、大阪
北部地震、北海道胆振地震や豪雨災害など、
多くの自然災害が発生しました。また、首都
直下地震、３０年以内に必ず起こるといわれ
ている。南トラフ地震、災害に備えて減災、
防災に取り組み、今年４月に供用開始する市
原に新設された千葉県消防学校 ・防災セン
ターを活用し拠点整備に取り組んでまいりま
す。
災害に強い千葉県づくりに向けて制定した
『千葉県防災基本条例』に基づき平時から正
しい知識を持って、災害発生時には、自ら考
え、行動できるようにする自助の取組みと、
地域における防災活動の中核となる人材を育
成するなどの共助の取組みを強化するととも
に、自助・共助・公助が一体となって防災力
の向上を図ってまいります。
私たちが、健康を享受することができる八
街農産物の地産地消を推進すると共にＪＡと
強力連携により遊休農地活用や担い手不足な
どに対応して農業振興に努めてまいります。
また、土地改良事業の推進を図ってまいりま
す。

商工業の振興には、民間活用による企業
誘致や後継者対策のマッチング事業に取り組
んでおります。
貴重な自然や里山の保全に努め、市民皆
様の憩いの場所を作ってまいります。
更に、道路網ネットワーク整備おいては、
昨年６月に開通した、外環自動車道により都
内、県内の渋滞解消へ大きく貢献しました。
２０２４年に開通を目指す、圏央道や北
千葉道路の道路ネットワークを形成して、
人・物の流通に努め、県内経済の活性化に取
り組みます。
八街市の道路整備は、
○八街バイパス全線開通
八街十字路の交通渋滞を緩和することを
目途に事業化され、全長３．２キロメートル
のうち２．７キロメートルが関係者のご努力
により完成しています。
残る県道千葉八街横芝線大木交差点から国道
４０９号までの５００メートルが県の計画通
り２０２０年度に完了できるよう取り組んで
まいります。
○住野交差点改良
住野交差点は主に朝夕の渋滞解消の緩和
をめざし交差点改良の実施に向けて路線測量
や交差点の設計などが進み、3１年度は地元
の皆様にご理解・ご協力をいただき、２０２
２年度完成を目指して事業の推進に取り組ん
でまいります。
○吉倉交差点改良
吉倉交差点の交通量調査等は終了したの
で、交差点改良の事業化に向けて取り組みま
す。
○（仮称）西林バイパスの事業化
県道神門八街線八街市西林地先から佐倉
市第三工業団地内道路へ直接結ぶことにより、
佐倉市方面への利便性が向上するとともに通
勤通学時の道路網の緩和につながるものと考
え、事業化に向けて取り組んでまいります。
○八街十字路など、国道４０９号線の渋
滞解消に向けて取り組んでまいります。

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・鈴木 慶夫
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