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第２２４５回 
平成２１年１１月２７日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

 

＊ロータリーソング  『それでこそロータリー』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

  ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／水郷佐原観光協会 

                 事務局長 増子 洋一郎様 

  ・千葉西ＲＣ／内貴 洲平様 

  ・綜合警備保障㈱千葉支社 参与 久保木 義久様 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

今日は１１月の最終例会です。 

今日は事務局の太田さんがお休みで、何時も頼りに

している私としては、大変心もとないのですが、幹事共々

手落ちの無いように頑張っております。 

皆様のところには、２０日頃全員にＦＡＸで、ご連絡が

届いていると思いますが、１２月の第１例会は次年度理

事・役員の総選挙の年次総会です。欠席されませんよう

宜しくお願い申し上げます。 

勤労感謝の日の２３日、多古町あげての“いきいきフェ

スタ”に、塩谷職業奉仕委員長、水野カバナー補佐エレ

クトと一緒に行って参りました。その時のスナップを回し

ますので、天候に恵まれ盛況だった事を察して頂きたい

と思います。ひかり学園は５小間くらいのスペースを確保

していて、関係者の皆様の奮闘振りが伺えました。また、

学園内の見学をさせて頂きましたが、入所者は当日は、

全員“いきいきフェスタ”に参加していましたので、会うこ

とは出来なかったのですが、説明で大体の様子は理解

できました。職員の皆様は奉仕の精神がなければ、勤ま

らない大変な事業だと感じました。 

 皆様は会社では幹部の方ばかりですから、これから年

末は、飲み会の機会も多いでしょうから、序に風邪を引 

 

いたというようなことの御座いませんように気を付けましょ

う。 

≪退会ご挨拶≫ 

澤野 修会員 

今日は最後ということで、ご挨拶をさせて頂きます。１０

月２０日に会社から横浜へ異動するようにと辞令があり、

１１月１日から横浜へ行っております。私が入会させて頂

いたのは昨年の６月で、やっと顔と名前が一致してきて

きたかなと思っていた矢先でした。入会させて頂いた目

的は、拠点の長という形で仕事をしておりますが、まだま

だ人間的には未熟な部分が多く、年配の方と接する機

会が減ってきたものですから、そういった方々を通して社

会貢献をし、人間性をもう少し磨ければと思いました。 

温かく迎えていただき、いろいろとご指導を頂き、私に

とって充実した一年半を過ごすことが出来ましたことを感

謝しております。ロータリーソングのように、どこで会って

もヤア！と声をかけて頂ければと思います。 

本当に有難うございました。 

≪幹事報告≫             五十嵐 博章幹 

合同幹事会報告(11/18) 

 ２０１０年度に千葉で国体が開催されます。ゆめ半島千

葉国体実行委員会から、当地区宛てに国体を成功させ

るに当たり、いろいろと協力をしてくれる団体を募ってい

る。ＪＲ駅やモノレール駅、歩道橋に大会の告知看板を

掲げることに対して費用等の協力依頼がきております。 

 後日、協議したいと思いますので宜しくお願い致し

ます。 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

増子洋一郎様、久保木義久様、内貴洲平様、ようこそ

いらっしゃいました。どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

増子様、本日の卓話、楽しみにしております。宜しくお

願い申し上げます。 

☆栢木伊久二会員 

増子様、本日の卓話宜しくお願い申し上げます。 
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  創 立 １９６４年３月２日  例会日 毎金曜日１２時３０分  例会場  オークラ千葉ホテル 
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本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 361,314 円 

金の箱   1,030 円 累計 12,598 円 



≪出席報告 (会員数４４名)≫ 

 

今関  川口 欠 鮫島 欠 野本  

五十嵐  北原  塩谷  花澤  

伊藤  国友  末吉 欠 橋口  

植松  小塚 欠 鈴木・美  畠山 欠 

太田  小林 欠 瀨谷 欠 原田  

大野  向後 欠 竹尾  本田 欠 

小野 欠 澤本  高橋 欠 松尾  

川合  榊原  土屋  丸島  

金親 欠 斎藤・昌 欠 寺澤  水野  

金田  佐久間 欠 出井  野城  

栢木  澤野  中沢  吉田裕  

出席 30 名 欠席 14 名 ﾋﾞｼﾞﾀｰ 3 名 修正出席率   88.33% 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演 題…『佐原の観光の現状ともう一つの佐原』 

卓話者…水郷佐原観光協会 

          事務局長  増子 洋一郎様 

 

水郷佐原観光協会の増子洋一

郎です。昨年から観光協会に勤め

ております。縁あってお話しを聞い

ていただける機会をいただきました

こと、心から感謝しております。 

本日は、「佐原の観光の現状とも

う一つの佐原」と題しまして、たかだ

か一年の経験ではございますが、直面する課題と、当観

光協会が今取り組んでいる観光資源の開発についてお

話させていただきます。 

佐原を簡単に紹介します。平成 18年 3月 27日、小見

川町、山田町、栗源町と合併して香取市となり、合併後

人口は8万6千人の市となりました。県北東部に位置し、

成田空港から約20km、鹿嶋港から約20kmと空と海に極

めて近い中間地点にあります。 

佐原の基幹産業は農業で、水と緑に恵まれた自然豊

かな町です。また、佐原の中心部は、利根川の舟運の

繁栄を偲ばせる町並みや、数多くの史跡文化が残され

ている歴史の薫り豊かな土地でもあります。今の佐原の

観光は主に「町並み」「水生植物園」「佐原の大祭」「香

取神宮」の 4 ツです。観光客数は以上の 4 箇所で年間

450 万人ほどです。植物園を除き、どの箇所も右肩上が

りです。 

観光の歴史は古く、江戸時代中期には既に印西町の

木下桟橋からでる「木下茶舟」と呼ばれる舟に乗って、

香取神宮、鹿島神宮、息栖神社を巡る「東国三社参り」

が流行り、年間1万7千人は舟で訪れたと息栖神社の港

に記されております。 

しかし、佐原に繁栄をもたらした利根川による江戸との

交流舟運は、鉄道の普及とともに衰退の道を辿りました。

舟遊びの観光は、水郷の風景明媚な自然を背景に大い

に繁盛しましたが、昭和30年代の本格的なモータリーゼ

ーション社会の影響で急激に衰退します。この頃、水郷

地帯では、水田に張り巡るエンマと呼ばれる水路を利根

川や常陸利根川を浚渫したその土で埋め立て、耕地を

増やす土地改良事業が始まりました。この事業を活用し

て佐原市は水郷地帯の中間地点に昭和 44 年「水生植

物園」を造成し開園しました。この水生植物園の反響は

すさまじく、平成 4 年には、開園からの 23 年間で入園者

が 400 万人を記録しました。 

また、近くの加藤洲というところには、昔の水郷地帯の

面影を残す十二橋があり、この植物園を基点として「さっ

ぱ舟」による十二橋巡りの舟遊びも大いに繁盛しました。 

しかし、この植物園も近年各地に同じような施設が開

設され、加えて観光客の行動範囲が広範囲となり、平成

21 年度はとうとう 8 万人を切る入園者となりました。 

水生植物園が繁盛している頃、佐原の町では、中心

を流れる小野川の駐車場化構想などに反発する地元の

人たちが、町並みを保存する活動を始めました。 

昭和 48 年国庫補助により町並み調査を開始、そして

昭和 63 年竹下内閣の「ふるさと創生事業」のアイデア募

集に端を発し、平成 3 年には「佐原の町並みを考える会」

が発足、平成 6 年「佐原市歴史的景観条例」を制定、平

成 8 年には「重要伝統的建造物郡保存地区」に選定さ

れました。官民協働によるまちづくり型観光地として近年、

その認知が拡がり、小野川を訪れる観光客が増えており

ます。 

平成 20 年度の小野川を訪れる観光客は、公的数字

で約 50 万人です。観光客の大半はバスツアーによる年

配者で、小野川沿いの忠敬記念館は年間入場者数9万

人です。ツアー客のほとんどが観光地を数箇所巡るいそ

がしいコースであり、佐原の町並み地区は、通過型の観

光地となっているのです。首都圏から近いことや、成田、

銚子といったメジャー観光地に挟まれていることも短時

間滞在を増幅していると見ています。 

私は、これらの取り組みを応援する一方で、町並みだ

けに頼ることに何かしらの不安を感じます。観光客は、町

並みだけを見るだけでは、いずれ飽きがくるだろうと思う

からです。もっと広域的な観光開発に取り組むことが極

めて重要です。それには、「もう一つの佐原の観光」を作

ることも一つの方策だろうと思います。先人が、あやめ園

が繁栄している一方で、町並み整備に取り組み、新たな

観光地として一応の成功を見たという経験にいまこそ習

千葉ＲＣ 月 12/14.28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/22・29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/15・29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 12/16・30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 12/16・30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/17・31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/10・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



うべきだと私は考えました。昔、水郷で栄華を誇った「舟

運」の復活です。 

佐原では来年 3 月、利根川河川敷に「水の郷さわら」

がオープンします。車と舟のジョイント施設の機能が整備

されます。私は、この桟橋を利用して、水生植物園などと

の路線ルートを新設して舟で運航するほか、当桟橋と JR

十二橋駅付近の桟橋を基点とした縦横におよぶ観光ル

ートを作り、舟巡りを楽しんでいただくことを考えておりま

す。 

舟巡りは観光客が喜ぶこと、水郷地帯は舟で主な観

光地に比較的自由に移動できること、水郷ゾーンを観光

地としての新規開発に取り組めば、いずれ若人が楽しく

働ける環境整備が期待されることなどから挑戦してみよう

と考えたのです。 

１年を通じて観光客が楽しめる観光ゾーンの開発こそ

が、佐原の観光発展のカギを握っているといっても過言

でなく、「水の郷さわら」をメジャーにすることです。まだ、

私どもの計画段階であり、行政とともに、利根川河川敷

の「水の郷さわら」において水が似合う夏 8 月「ウォータ

ーフロントフェステバル」と称し、地域の老若男女が参加

するイベントを計画し、「水の郷」と、この舟運を盛り上げ

て行きたいと考えています。 

そして、「佐原港の川霧晴れて、やっこらさ～」と佐原

音頭でも謡われたこの水郷を一層発展させるために鋭

意努力していきたいと思っております。これからの話です。

先行き不明の船出となりますが、本日は私の意気込み

だけを聞いていただきました。 

ご静聴ありがとうございました。 

                  (文責 栢木伊久二会員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第２２４６回例会 

日時⇒  平成２１年１２月４日(金)点鐘 12：30 

演題⇒  『少年達に教えられて・・・。』 

卓話者⇒ フリーハウジング㈱ 

        代表取締役 新良貴 弘隆様 

第２２４７回例会 

 忘年家族例会             

日時⇒  平成２１年１２月１１日(金)点鐘 18：00 

会場⇒  オークラ千葉ホテル 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

『友』インターネット速報 ２００９年１１月２４日  No.406 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

映画試写会で脳疾患の研究に数百万ドル 

 ディズニー映画「クリスマス・キャロル」（日本では１１月１

４日公開）の試写会で、フランスのロータリアンが脳疾患

の研究のために１００万ドル以上を集めようと意気込んで

います。第１１ゾーンの地区が取り組むこの活動は、今回

で４回目。試写会チケット代２２ドルのうち１２ドルが、脳

疾患の研究団体に寄付されます。 

この活動はロータリー１００周年の記念プロジェクトとして

２００５年に開始し、これまでに５００万ドル以上を集めま

した。カトリーヌ・ノワイエ・リボー国際ロータリー（ＲＩ）理事

は、開始の経緯について「第 11 ゾーンでは、３００万人

以上がアルツハイマー病や多発性硬化症、脳卒中とい

った脳疾患を患っています」と説明。初めての募金活動

では、７万５００人から１００万ドル以上が集められ、ロータ

リーに関する７００以上の記事が国内で掲載されました。 

また、地区ではＲＩの広報補助金を利用してロータリーに

ついての７分間のビデオを製作し、映画の前に上映して

います。プロジェクト担当者は、今後、映画館がロータリ

ーのビデオを直接ダウンロードできるようになり、地区とク

ラブがこれらのビデオで、地元の活動を大々的に紹介で

きるようになることを期待しています。 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

  『友』インターネット速報  ２００９年１２月１日  No.407

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

ベルリンの壁崩壊を共に体験したロータリー 

 １９８９年１１月のある夜、 西ベルリンのヒルトンホテル

のロビーは、国際研究会に出席した何百人ものロータリ

アンがホスト・ホスピタリティーの行事に向かおうとタクシ

ーをまっていました。しかし、タクシーは一台も現れませ

ん。 ようやくホテルの従業員が現れ、マイクでこのように

案内されました。「皆さまにはしばらくおまちいただかな

ければなりません。通りが、東ベルリン市民であふれかえ

りふさがっています。（ブランデンブルク）門が開放され、

壁が取り壊されたのです」  ２０年前の１１月に崩壊した

ベルリンの壁は、ヨーロッパの政変の歴史的な始まりを

象徴するものでしたが、これはロータリーにとっても新た

な時代の幕開けを意味するものでした。 今日、ベルリン

の壁崩壊は、東ヨーロッパで復活したロータリーの出発

点と広く考えられています。 オーストリアとドイツのガバ

ナーは、ロータリーを旧東ドイツのほかにも、チェコスロ

バキアなど東欧に拡大していく計画について話し合いま

した。また、クラブと地区は、旧東ドイツの地域社会を対

象としたセミナーを開始しました。 

１９９５年の秋までに、再統一されたドイツに９１の新クラ

ブが結成され、ロータリーは、瞬く間に東ヨーロッパに広

がっていきました。 全文は、国際ロータリーのウエブサ

イトをご覧ください。 


