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＊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／千葉市企画調整局 

シティセールス推進室 室長 湊 信幸様 

 ・茂原東ＲＣ／秋葉 吉秋様 

 ・２０１１-２０１２年ロータリー財団国際親善奨学生応募者 

          吉田 千絵さん 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

今週の会長挨拶及び報告は特別な事はないと思って

おりましたら、火曜日に地区Ｒ財団委員会の吉田委員か

ら、Ｒ財団国際親善奨学生の推薦をお願いしますとお電

話をいただきました。名前は吉田さんと言う女性だとのこ

とを伺い、吉田さんの親戚かと思いました。詳細はクラブ

Ｒ財団委員会の野城委員長にご説明をお願いする予定

でしたが、会長から報告するようにとのことですので、簡

単にご紹介致します。 

ご本人の吉田千絵さんは、履歴書を拝見致しますと、

お父様の仕事の関係だと思いますが、ドイツに３年ほど

留学されているようですし、交換留学生としてアメリカに

も何回か、又、ペルーにも留学されているとか、そして就

職はマイクロソフトに３年間、Ｒ財団国際親善奨学生の

応募資格のお手本のようなご経験の持ち主で、試験も難

なくクリアーされると思われる素晴らしい候補生です。是

非、会員全員で応援したいと思います。このあとご挨拶

をよろしくお願いします。 

 ＣＬＰの体制にしたからといっても、山ほど舞込む地区

からの伝達事項を無視するわけには行きません。又、地

区からの伝達事項を会長･幹事や各委員会で温めてお

くことは、クラブ内部に対する広報に反する事になりま 

 

す。 

全部は無理ですから、その都度選んで、一部を公表さ

せていただくようにしております。 

その中から、ロータリーの友事務所からの「貴クラブの

バナーをお送り下さい」というのがございました。勿論、ロ

ータリーの友地区委員からの連絡ですが、これは理事会

にかける事でもありませんので、当クラブではクラブ広報

委員会の方で対応して頂ければと思います。内容は２０

１０年７月号からは、縦組み「私の好きな一字」に代わり

「クラブ・バナー紹介」（仮題）として、各クラブのバナーを

紹介する新しいコーナーを設けるのだそうです。クラブ

の現物バナーとともに、原稿として地区番号・クラブ名・

投稿者の名前・バナーの由来・図柄の説明など（１５０字

程度）を書いて送って下さいと言うものです。是非、公共

イメージをアップさせる意味でも掲載してもらいたいと思

いますので、クラブ広報委員長、宜しくお願い致します。 

最後にＲＩ会長賞の提出期限が３月末必着でございま

すので、３月の理事･役員会及びクラブ協議会までに、

該当する案件のご提案をお願いして今日の報告を終わ

ります。 

尚、現在予定しておりますのは次の六項目の中から

予定しております。 

①会員の純増②公共のイメージアップとしてホームペー

ジの開設③ポリオ撲滅運動に全員寄付で参加④１０月２

３日のＧＳＥ来訪と４月のＧＳＥメンバーの団長として金親

会員を派遣⑤９月４～５日と日韓親善会議に８人出席⑥

東仁川ロータリークラブの４０周年記念に参加等が提起

されております。 

この他にございましたら、その中から選びたいと思って

おります。  

以上、宜しくお願い致します。 

≪仮委嘱状伝達≫ 

２０１０-２０１１年度地区ロータリー財団委員会寄付金 

小委員会委員 …   吉田 裕成会員 
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≪ご挨拶≫             

ロータリー財団国際親善奨学生応募者 吉田 千絵さん 

千葉南ロータリークラブの皆様、

はじめまして。 

 私は、父親の仕事の都合でドイ

ツ北部のハルト地方で生まれ、幼

少期の９年間を現地で過ごし、小

学３年生から中学、高校にかけて

は大阪で過ごしました。その後、

大学進学に伴って東京へ来て４年

間を過ごしました。大学生の一年間をアメリカのデラウェ

ア州に留学し、経済、ビジネス、政治に関する授業を履

修して、初めての英語圏での留学を経験しました。 

その後、将来的な目標について考える中で国際機関、

国連とか世界銀行を舞台に国際理解、世界平和に関わ

って行くことが出来ればと思って国連の広報センターで

インターシップをしました。インターシップとは、学生の身

分でありながら職業経験をするという制度です。大学卒

業後、マイクロソフトに３年半勤務しておりました。そこで

は、法人営業をしておりました。就業して３年ほど経つと

今後のことで悩むようになりました。小学校時代にドイツ

で出会ったクラスメイトに難民の子ども達がいて、彼等と

一緒に過ごす中で、将来的に何らかの形で彼等のため

に貢献出来ればという思いが募ってきました。そういった

キャリアを歩むためには、このままマイクロソフトにいたの

では直接的に繋がらないのではないかと思い、昨年、退

職を決意しました。現在は、海浜幕張にある日本貿易振

興機構ジェトロというアジア経済研究所の中にある開発

スクールの学校に通っています。開発専門家を育成す

るための学校で、この学校で経済発展に関する理論的

及び実践的な知識を幅広く得た上で、留学に向けて準

備をしているところです。イギリスの大学院の修士課程を

目指しているのですが、留学するに当たり、３年半の貯

金では中々賄えない部分があります。 

そんな中でロータリー財団国際親善奨学生のお話を

伺い、是非応募させて頂ければと思って、本日こちらの

例会に参加させて頂いた次第です。今後、色々なアドバ

イスを頂くこともあるかと思いますが、全力を尽くして応募

に臨んでまいりたいと思っておりますので、何卒よろしく

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 

湊 信幸様、吉田千絵様、ようこそいらっしゃいました。

湊様、卓話を宜しくお願い致します。楽しみにしておりま

す。 

☆瀨谷 研一会員 

湊様、本日はお忙しい中、卓話をお引き受け下さり有

難うございます。我が街、千葉市を思いっきり「セールス」

して下さいませ。お話を楽しみにしております。 

☆北原 俊彦会員・竹尾 白会員 

２月２１日(日)、支川都川土手に桜の苗木を５０本、子

ども達と植えることが出来ました。来年も引き続き植える

つもりです。 

 

≪出席報告 (会員数４２名)≫ 

 

出席者数３１ 欠席者数１２ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  ３ 修正出席率８３．３３％ 

 

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…『魅力再発見！  

千葉市のシティセールスについて』 

卓話者…千葉市企画調整局 シティセールス推進室 

       室長  湊  信幸様 

 

本日は、シティーセールスにつ

いてお話をさせていただきます。実

は私は青年会議所におりまして、こ

の会場の雰囲気が大変好きで楽し

みにしておりました。 

自治体ではシティーセールスと

いう言葉とシティープロモーションと

いう言葉があります。どちらが多い

かといいますとシティーセールスです。最近だと、名古屋

がシティセールスという組織を作りたいということで私ども

のところに相談に来ております。主なところでは仙台、千

葉、川崎などがやっております。プロモーションという言

葉では北九州と浜松です。定義は自治体学説等色々あ

りますが、いずれにしても、それぞれの自治体の魅力を

発信して行こうというために組織が出来てきています。 

なぜ、このような組織が出来てきたかといいますと、人

口の減少があります、千葉も２０１５年には現在の９６万人

がかなり減っていく事が予想されています。これにより税

収も減少し、市民サービスへの影響もでてきます。 

昨年の１０月に市長から「脱財政危機宣言」が出され

まして税収の伸びが期待できず大変危惧しております。

市民サービスに出来るだけ影響の無い様に進めていき

たいと思っています。そのため千葉市では人口流入に

ついて力を入れていきたいと思っております。このような

ことから、千葉の魅力を発信していき、千葉のイメージを

持っていただく事が目的です。 

全国政令市の中の旧５大市（横浜、名古屋、京都、大

阪、神戸）は市会といい、その他の一般市からの昇格市

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000 円 累計 619,314 円 

金の箱   970 円 累計 24,255 円 

千葉ＲＣ 月 3/8 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/9・30 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/16・30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 3/24・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



は市議会といいます。このように旧５大市は歴史もあり大

都市であり特徴をもっております。それに対して千葉市

にはどのような歴史があるかということですが、千葉氏が

いらっしゃったのですが、なかなか全国規模にならない

ということがあります。大河ドラマにでも取り上げられれば

観光等に活用できるのでしょうが、なかなかそうもなりま

せん。文化歴史を後世に残すために取り組まなければ

ならないことです。 

シティーセールス戦略プランを１９年１０月に策定しま

した。以後実質の活動として昨年から動き始め２年目を

迎えています。３年目以降はさらにインパクトの強いもの

を展開していきたいと思います。昨年は千葉でも様々な

事件がありましたが、熊谷市長は全国市の中での最年

少市長ということで注目されています。千葉市には都市

のブランドが見えないとよく言われるのですが、食文化は

注目されます。全国にお土産としてアピールできるもの

があるでしょうか？千葉市としてなかなか示せないので

す。千葉県では落下生ですが、落花生は八街がブラン

ド化していますので千葉のブランドでは出せなくなって

います。昔は作付けで八街よりも千葉の方が多かったの

ですが加工工場が八街にあったため八街が有名になっ

てしまったのです。ひごろから意識していかないとこのよ

うにブランドを生かす事が出来ないという事になるのです。

行政、民間そろって活動しなければいけないと思いま

す。 

これらをプロモーションするためには、魅力の向上と市

内外への情報発信、認知度を上げるための４つの施策

を設けています。例えば千葉市出身の著名な方にシティ

セールスサポーターという名前で任命させていただいて

います。２０年度は永島俊之さんにお願いして千葉の農

産を紹介していただいています。今後はゴルフの池田選

手や嵐の相葉くん、劇団ひとりといった千葉出身の方に

お願いしたいと思っています。 

他に千葉市として全国にご紹介できるものはないかと

いうことをやっております。花ですと皇室の方がお見えの

際に名前をつけてもらった蘭です。でもなかなか販売ま

でいくほど量産できない状態です。この他にも落花生の

新品種として１．５倍くらいの大きさのものを研究開発し

ておりますが、今実験段階です。好評を得ていますので

製品化にはもう少し時間がかかりますが楽しみにしてい

てください。他にも若葉区に野呂というところがあり、そば

の原種が発見され結構注目されています。 

短期間に情報を発信していこうということで千葉の日

本１、世界１の紹介や花、緑、水辺をキーワードに取り組

んでいきます。ホームタウンとして市には２チームありま

すので市民挙げて強くしていきたいと思っています。 

フィルムコミッションは主だったことを資料に載せてあり

ます。２０年度に申込みが３５０ほどありました。その中で

８２作品ができました。ロケ地として千葉市役所や市の施

設を提供したり、民間から情報をいただき撮影させてい

ただいております。コミッション自体ではお金はいただき

ませんが、施設で撮影させていただいている関係で人

件費や施設使用料をいただいております。これらの収入

で昨年度１９００万円いただいています。 

撮影されたことで市民にアンケートをとったところ好評

でした。「僕の歩く道」で草なぎ剛さんが撮影したところで

は市民の清掃活動が盛んになったりしております。ほか

の方に知ってもらうということもありますが、市民のみなさ

んに自分の町を意識してもらうことで活動してまいりたい

と思います。 

これからも皆さんにご協力いただくことがあるかと思い

ますが、よろしくお願いします。    (文責 小林 透) 

 

※シティセールスとは… 都市イメージの向上や都市のブ

ランド力を高めるため、都市の魅力や個性を発掘・育成し、

戦略的に発信する取り組みのこと。 

 

千葉モノレールは、昭和６３年に開業、「タウンライナー」の

愛称で親しまれ、開業からの利用客は２億人を超えるなど、

市の基幹となる交通機関としての役割を担っています。モノ

レールには、「跨座(ござ)型」と「懸垂型」の２種類ありますが、

雨や雪などの天候に左右されず、本市の道路状況（勾配・

曲線が多い）に特性を発揮できるという理由などから「懸垂

型」モノレールを採用しています。 

 開業時の営業距離は８．１ｋｍでしたが、平成１１年３月千

葉駅～県庁前駅間が開通し、全体営業距離が１５．２ｋｍと

なり、懸垂型モノレールとしては世界一の長さとなりました。 

 

 オオガハス(世界最古の花) 昭和２６年、花見川区にある

東京大学検見川運動場の泥炭層で、約２，０００年前と推定

される古代ハスの種が植物学者の故大賀

一郎博士らの手により発掘されました。 

 発掘されたのは３粒で、そのうち１粒が

翌年７月に花を咲かせ、そのニュースは

アメリカのライフ誌にも掲載され、世界中に伝わりました。 

ハスの名は大賀博士にちなみ、オオガハスと名づけられ、

昭和２９年に「検見川の大賀蓮」として千葉県の天然記念

物となりました。 

この古代のロマンと神秘性をもった美しい花は、国内はもと

より中国、アメリカ、カナダ、ドイツなど海外にも分根され、世

界中の人々の目を楽しませています。 

平成５年に市の花に指定され、千葉公園内のハス池で毎

年６月中旬から７月上旬頃に花を咲かせます 

                   （千葉市ホームページより） 

 

 

 

第２２５８回例会 

日  時⇒ 平成２２年３月５日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『スポーツとお金』 

卓話者⇒ ㈱ＮＨＫグローバルメディアサービス 

         ＮＨＫニュース＆スポーツ編集責任者 

          海老名 徳雪様 

第２２５９回例会 

日  時⇒ 平成２２年３月１２日(金)点鐘 12：30 

演  題⇒ 『千葉市の基本計画』 

卓話者⇒ 千葉市企画調整局 

          企画課長 原 誠司様 
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