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第２４２０回 

平成２５年９月２０日（金） 点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◇ロータリーソング『手に手つないで』 
◇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／千葉市長 熊谷俊人様 

・四街道ＲＣ／ 吉成 庸子様 

・新日本ワックス(株) 代表取締役社長 三神 秀樹様 

 

◆入会式                               

 廻 辰一郎会員（廻辰一郎税理士事務所 所長） 

        紹介者⇒鈴木美津江・斎藤昌雄・植松省自 会員 

千葉市千城台南中学校から市立

千葉高校、独協大学を出て英語の

教員になろうと思ったのですが、そ

のころ旅行会社が流行っておりまし

てイージーな方に行ってしまいまし

た。主に都内の私立高校を担当して

海外の研修や、修学旅行を担当し

ていました。30 歳を過ぎて家業を継ぐことになり現在に

至っております。若輩ではございますが少しでもお役に

たてればと思っておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

◆会長挨拶及び報告                       

今日は、千葉南ロータリークラブにとりまして大変うれ

しいニュースが入ってきております。まず、伊藤会員が丹

精込めた新米とともに、帰ってこられました。毎年美味し

い米を私たちはいただいているのですが、今年の新米

はより噛みしめていただきたいと思います。伊藤さん、お

帰りなさい！  

そして、廻会員、入会おめでとうございます。千葉南ロ

ータリークラブには、素晴らしい方がたくさんいらっしゃ

います。是非とも多くの活動に参加していただき、親睦を

図っていただきたいと思います。 

それから、本日お越し頂いた三神さんですが、お父様

をご存知の会員が多いかと思います。作詞をされたり、

いろいろな方面で大変熱心に活動しておられた方のご

子息です。今日は、塩谷会員と北原会員の紹介で当ク

ラブの見学のため出席されました。今年度、当クラブは

創立５０周年を迎えますので、少しでも早くご入会いただ

ければと思います。宜しくお願いします。 

熊谷市長におかれましては、大変お忙しいところを有

難うございます。会員の皆様には、ご承知の通りご就任

以来、千葉市の財政を再建するという非常に困難な仕

事に全力をあげて取り組んでおられます。今日の演題

「ともに進めよう！未来へつなぐまちづくり」ですが、これ

をお聞きすると千葉市もやっと明るい未来が見えてきて、

一歩前進した気持ちがします。千葉南ロータリークラブも

一生懸命取り組み、熊谷市長をご支援させていただきま

すのでどうぞよろしくお願いいたします。 

昨日は、私が仕事で参加する団体で富士の裾野に行

きました。そして、富士サファリパークに後輩が務めてい

ますので、２０年ぶりに寄ってきました。夏休みも過ぎて

少し涼しくなったこともあり、小さいお子さんが多く大変賑

わっていました。サファリパークは、今頃行くと大型の肉

食獣は大体昼間は寝ており、がっかりすることが多いの

ですが、それなりの理由があってのことなのです。 

例えば、ライオンは１日のうち２０時間は寝るそうです。

理由は、肉しか食べられないので出来るだけエネルギー

を使わないようにしているからだそうです。大人は理解で

きても、小さいお子さんには少し難しいようで気の毒でし

た。 

それにしましても富士の裾野は清々しい景色でして、

とても清々しい気分で帰ってきました。千葉市も素晴らし

い海、海岸線を持っていますので、市長からは面白いお

話をお聞かせいただけると思います。 

 宜しくお願い致します。 

◆ご挨拶                              

三神 秀樹様 

１０年ほど前まで、父が１０年間程お世話になっており

ました。私はいろいろな意味で、まだ分不相応かとも思

っておりますが、塩谷様、北原様からご紹介いただき、ご

縁あるときにお伺いすることが良いとも思い、勇気を振り



絞ってまいりました。宜しくお願い致します。 

◆委員会報告                           

≪会員増強委員会≫ （北原 俊彦委員長） 

本年度は、“５０周年記念行事を５０名の会員で迎えよ

う”という大きなキャッチフレーズを掲げて取り組んでおり

ます。本日は、三神さんが入会予定で、今、入会申込書

を書いていただいたようですが、その他にも、入会見込

みの方が２～３名いらっしゃいます。 

現在、特別会員増強委員会を毎月第１例会後に開催

しています。関係者は是非出席していただきたいので、

改めてご協力をお願いします。都合のつかない方は、代

理者の出席をお願いします。次回は、１０月４日（金）で

す。よろしくお願いします 

≪親睦活動委員会≫ （杉本 峰康委員長） 

来週の出雲親睦旅行についてご案内いたします。 

集合⇒ ９月２９日（日） ０６：３０  

羽田空港第１ターミナル①番時計下です。 

現地では、いろいろな企画をしておりますので、よろし

くお願いします。 

 

◆ニコニコボックス報告                      

≪吉成 庸子様≫ 

このクラブは、私の親しい方が一番多くおいでのクラ

ブです。どうか、益々ご発展、ご活躍なされますように。 

≪斎藤 昌雄会長・植松 省自幹事≫ 

 千葉市長熊谷様におかれましては、大変お忙しい中を 

お越しいただき、有難うございます。本日の卓話を宜しく

お願い申し上げます。 

 伊藤さん、お帰りなさい！ 早速に新米を有難うござい

ます。 

 廻りさん、ご入会おめでとうございます。仲良く楽しくや

りましょう！ 

≪伊藤 和夫会員≫ 

皆さんこんにちは！お久しぶりです。７月１５日に市原

市草刈の自宅の庭の梅の木の手入れ中、３ｍの高さか

ら落下し、頭を打って、約１ケ月入院しました。現在も足

元がおぼつかない自宅療養中ですが、頑張って例会に

出てまいりました。皆様からのお見舞い、励ましの言葉を

有難うございました。 

今年も私の兄弟や息子たちの協力を得て、皆様に新

米をお届けすることが出来ました。おだかけ天日干しの

お米です。ご賞味頂ければ幸いです。 

≪小野 成子会員≫ 

私の娘の土谷奈々江が１１月７日（木）昼と、１１月８日

（金）昼・夜に美浜文化ホールで中近東の踊りの公演を

致します。ご都合のつく方は、是非お越し下さい。 

≪塩谷 邦昭会員≫ 

三神様、本日はクラブ見学へようこそいらっしゃいまし

た。楽しい一時をお過ごし下さい。入会も宜しくお願い

致します。  

≪永安 重治会員≫ 

今朝、吉田沙保里選手と伊調馨選手が、また金メダル

を取ってくれました。ＡＬＳＯＫより、ニコニコでご報告で

す！ 

 

 
◆出席報告 (会員数４４名)                

 

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⇒  『ともに進めよう！未来へつなぐまちづくり 

～今後４年間の市政運営の基本方針～』 

卓話者⇒ 千葉市長  熊谷 俊人 様 

 

皆様こんにちは。毎年、千葉

南ロータリークラブの皆様方に

はこうした機会を賜りまして本当

に嬉しく思っています。会場が

目の前なのですから、もっと出

られれば良いのですが、機会

があれば参加したいと思ってお

ります。 

聞くところによりますと、来週は出雲大社に行かれると

のこと、実は私も今週末に出雲に行きます。出雲の青年

会議所から声をかけていただいてのことですが、私自身

６０年ぶりの式年遷宮ですから、どうしても行きたいと思っ

ておりましたところ、ご縁がありまして行くことができます。 

私は出雲が大好きで、既に６～７回行っております。本

当は遷宮の式典にも参加したと思っておりましたが、市

長選挙の真っ只中でございまして、泣く泣く我慢した次

第です。２０年は何とかなるので、伊勢神宮の遷宮はま

た機会があるかも知れませんが、さすがに出雲は厳しい

ので何としても今年行きたいなと思っておりました。皆様

も同じ思いかなとも思っております。 

少し脱線いたしましたが、千葉市のこれからの街づくり

りの一部をお話しさせていただきます。昨年は、千葉港

の話をしました。千葉港はまさに今、事業が進んでおりま

して、平成２７年度の夏までに出来上がる予定です。

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 11,000 円 累計 291,000 円

金の箱 700 円 累計 3,191 円

出席者数３３ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ３ 修正出席率 ８１．４０％

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 10/22・29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 10/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 10/16・30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 10/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/17・24・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



近々ターミナルの運営事業者を募集するところまで来て

おります。これまでは基礎工事でございまして、見えてい

ませんでしたが、いよいよ上の工事になり、桟橋や建物

の工事が見えるようになる予定です。是非、ご関心を寄

せていただければと思います。毎年、千葉港が出来たと

きのニーズ実験をやっております。伊豆大島に航路を作

ったらどれくらいのニーズがあるかとかの調査をやりまし

たが、今年は羽田空港までのニーズを調査する予定で

す。これは、羽田空港まで行くのが便利になることもあり

ますが、空港手前の船上から飛行機の離発着を間近で

見ることが大変な人気になっているということで、どれほ

どの需要があるかを調査する予定です。たぶん募集はこ

れからなので、是非ご参加いただければ面白い体験を

していただけると思います。 

【長大な海辺空間の利用】 

それから少し行くと、いなげの浜、検見川の浜、幕張

の浜（人工海浜日本一総延長４．３㎞）がございます。私

は、はじめてこれらを見たときに本当に感動いたしました。

私の出身は神戸ですが、神戸の海は港に適していて陸

からすぐ深い海になっていて砂浜は近くにありません。

夏は埠頭に砂をまいて人口の浜を作っています。そのよ

うに他の都市部海水浴場は涙ぐましい努力をしている一

方で、千葉市は自然に近い環境で砂浜がありますので

これを生かさない手はありません。私の１期４年間は、財

政再建を含めて負の側面を処理してまいりましたが、そ

れだけでは明るくなりませんので、ずっと仕込みをやって

まいりました。その一つが海辺の活性化です。先程の三

つの浜の真ん中辺りがヨットハーバーです。これだけ東

京に近い場所にヨットハーバーがあることは大変素晴ら

しいのですが、ここにはいろいろ制限が付いており、モ

ーターの付いた船はダメ、ヨットも一番小さいサイズしか

ダメ、確認したら昭和５０年代の船橋漁協さんとの協定締

結によるものでした。締結後一切交渉していないこともわ

かり、これから時間がかかっても緩和交渉をしていく予定

です。その他、このあたりの景色を活用した施設を民間

で作っていただこうと計画して、今、まさに募集中であり、

年内で募集を終えて選考させていただき、平成２７年度

には完成し、桟橋より先にオープンする予定です。また、

東京湾から富士山を眺められるのは千葉だけですからこ

れも喜んでいただけるはずです。 

【内陸部の豊かな自然の活用】 

農業・農村の持つ多面的魅力を引き出し、市民が農

業・生産者と触れあう機会を増やします。また、加曾利貝

塚、千葉市動物公園、観光農園などの観光資源をさら

に磨きます。千葉市民も過小評価している加曾利貝塚を

特別史跡指定に向けて平成２７年度に千葉県と協議のう

え、文化庁に申請する予定です。 

千葉市動物公園は平成２５年度に動物公園の再生計

画となるリスタートプランを策定します。また、園長等の外

部登用を検討しています。 

【子どもの成長にとって 適なまち】 

待機児童数は、過去１０年間で も少ない人数まで減

少しました。横浜市に次いで現在３２人まで減少しており、

来年４月には０になると見込んでいます。また、千葉市は

保育施設の他に病児療養施設が一番充実しています。

このような目立たない部分も実直に取り組んでおり、これ

からしっかりアピールしていくつもりです。それから、男性

の育児です。すでに母子手帳と同時に父親向けガイド

ブックもお渡ししています。より父親を意識した施策・イ

ベントを展開し、徹底して「父親が子育てをして楽しいま

ち」を目指すことにより、他市に先駆けて子育て支援の

充実したまちのブランドを確立します。これが出生率を

高めることにもなります。 

【ICT を活用したまちづくり】 

ICT を「使わない人」へ「使いたい」と実感させる ICT を

活用した利便性の高い行政サービスを展開します。千

葉市は、政令指定都市の中で一番システムが遅れてお

り大変無駄が出ていました。 

・ワンストップ窓口の創設 

・ネット事前申請、コンビニなどでの証明書発行 

・あなたにお知らせサービス（仮称）の開始 

・千葉市民共同レポート実証実験（千葉レポ） 

千葉市が財政立て直しを進めていくことはもちろんで

すが、一方でこれからの千葉市は千葉駅も建て替わり、

幕張にはイオンモールも出来ますので、新たな活性化

が始まります。この４年間の内にかなり明るい話がたくさ

ん出てくると思います。是非、ご期待いただきたいと思い

ますし、その一つ一つの千葉市にとって大きく大事な取

り組みをより良い形に磨き上げて残していきたいと思いま

す。 

ついては、より多くの市民の皆様や事業者の方のご意

見をいただきたいということを 後にお願いしましてお話

を終えさせていただきます。  （文責 永安 重治会員） 

↑ イラストは千葉市より提供いただきました。 

 

第２４２１回例会 

＜創立５０周年記念親睦旅行＞  

日 時⇒ 平成２５年９月２９日(日) ・３０日(月) 

行 先⇒ 出雲 

第２４２２回例会 

日   時⇒ 平成２５年１０月４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『モンゴルについて』 

卓話者  ⇒ ロータリー米山記念奨学生 

          トゥルムハドゥール・ウーレンさん 


