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第２７９０地区ガバナー 寺嶋　哲生（柏ＲＣ）

第４分区ガバナー補佐 内田　稔　（木更津東ＲＣ）

富津シティＲ．Ｃ会長 立石　泰之

　　　〃　　　　副会長 椎津　裕貴

　　　〃　　　　幹事 高木　一彦

　　　〃　　　　SAA 遠藤　和夫 　 会長　　　　 副会長 　　　 幹事　 　 　ＳＡＡ　　

ＳＡＡ 遠藤　和夫会員 ソング

「奉仕の理想」

点鐘　　 立石　泰之会長 ソングリーダー　

　　　　竹内　謙治会員

【会長挨拶】 立石　泰之会長

　皆さん、こんにちは。先週の９日に出発したベトナムの児童養護施設・ホアビン社会福祉センターの子供達へ文房

具品を贈る事業は無事終わり帰って来ました。簡単ですが訪問した国の説明です。ベトナム社会主義共和国。公用語・

ベトナム語。首都・ハノイ。最大の都市・ホーチミン市。人口（２０１４年）９２５０万人。国土は南北に細長く、

北は中華人民共和国（中国）、西はラオス、南西はカンボジアと国境を接します。東は南シナ海に面し、フィリピン

と相対します。今回のベトナム訪問は第３回となりますが現地ではベトナムに赴任して活躍している５名の日本人の

方たちが案内人としてご支援して頂きました。当クラブの元会員・田中孝夫様、現地で日本風の居酒屋などを経営し

ている宮田敬一様、荏原製作所の成田貴行様、江藤製作所の井戸節二様（大分臨海ロータリークラブ）、江藤製作所

の中根敬造様です。数日間の短い滞在期間でしたが、この方たちのおかげでスムーズに移動や食事ができまして大変

お世話になりました。ありがたかったです。児童養護施設・ホアビン社会福祉センターへの訪問では会場が設営され

施設の関係者から感謝の挨拶がありました。子供達からは歌の合唱が披露されました。とても一生懸命に歌っていた

ので感動致しました。寄贈品の文房具（ノートとペン）も一人一人に手渡すことができました。子供達は元気に笑顔

で受け取ってもらえたので嬉しかったです。施設の視察もさせて頂きました。日本の学校のような感じで庭には遊具

があり思っていたより充実した施設でした。ベトナム訪問の第１回から参加しています秋山さんが新聞紙でかぶとを

作ったり、折り紙で鶴を折ったりして子供達が大変喜んでいました。井戸様も子供達と輪になって歌を歌っていまし

たがとても微笑ましい感じでした。折り紙を調べると紙を折って動植物や生活道具などの形を作る日本伝統の遊びで

日本を代表する文化であるとあります。作れる作品もたくさんありますので今後も折り紙教室はやって行きたく思い

広報委員会 佐々木敏郎　和田充敏　窪田謙　竹内謙治　高木一彦
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ました。今回の事業は当クラブが国際奉仕をしたい、子供達の笑顔が見たい思いと田中孝夫様がベトナムに赴任して

奉仕活動がしたい思いから始まりました。私は今回参加して一番嬉しかったのは現地で活躍している日本の方が５人

も協力してくれて奉仕活動の輪が広がっていきそうに感じたことです。今回、皆様のご協力でベトナム訪問が実現で

きた事に感謝します。ありがとうございました。

【結婚祝い】 １１月１４日　和田　充敏会員

【幹事報告】 　高木　一彦幹事

　こんにちは、立石会長の挨拶でもベトナムの件の報告がありましたが、私の感じたことを報告いたします。まず圧

倒されたのはバイクの多さですね、道路一杯に広がったバイクと車が信号のない交差点にそのまま突入していく様は

曲芸のようでした。私が運転したら５分と持たずに事故を起こしてしまうのだろうなと感じました。それと、空気の

悪さですね、空港に降り立った時から鼻がムズムズする感じがしまして外の景色も常に霞がかかったように見えまし

た。大々的な報道はされておりませんが、中国と同じように大気汚染が深刻化してきているようです。詳しい報告は

立石会長よりありましたので割愛させていただきますが、ノートとペンを受け取った時の子供達の笑顔を見ていると、

この事業を継続して来年もまた行きたいという気持ちになりました。それでは幹事報告をさせていただきます。

・国際ロータリー事務局より、ウェブサイトのサーバーへの大幅なアップグレードを行うため、ウェブサイトならび

　にログインを伴うMy ROTARYの一部機能が一部的にご利用できないなる旨のお知らせが届いております。

　　期　　　間：11月18日（土）～19日（日）にかけて

　　利用不可になる機能

　　国際大会への登録、レポートの抽出、補助金の申請または申請書の閲覧、ロータリークラブ・セントラル、

　　ご寄付、ブランドリソースセンター、アイデア応援サイト、ロータリーショーケース

　　※ニュース＆メディアのページには通常通りアクセスできます。

・友好届いてクラブであります、川崎マリーンロータリークラブよりクリスマス家族例会の案内が届いております。

　　日　　時：12月21日（木）

　　場　　所：ザクラシカベイリゾート　　横浜駅きた東口直結　徒歩3分又は、横浜駅東口　徒歩7分

　　受付開始：17時30分より

　　点　　鍾：18時00分

　　閉　　会：20時30分ごろ

　　申込期日：12月7日（木）までにお知らせください。

・千葉北ロータリークラブより創立20周年記念式典・祝賀会の案内が来ております。

　　日　時：平成30年1月24日（水）　開会点鍾17:30　　祝賀会18:45～20:30

　　会　場：ホテルポートプラザちば　２Fロイヤルの間

　　　　　　千葉市中央区千葉港８－５　TEL043-247-2877

　　登録料：1人　10,000円

・第3回　2790地区第4分区親睦麻雀大会参加者確定のお知らせが届いております。

　当クラブからは秋山和彦会員が参加されます
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・袖ヶ浦ロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。

　 　移動例会

　　日時：12月18日（月）　点鍾18時

　　場所：木更津ビューホテル

　　理由：家族親睦忘年例会

　休会

　　12月25日（月）　定款第8条第1節（C）項による

・木更津ロータリークラブより週報が届いております。

・上総ロータリークラブより週報が届いております。

以上で幹事報告を終わります。

【委員会報告】

・会員増強委員会　　　三井　徹　会員 　　・会員増強委員会　　　山口　稔　会員

　駒井ハルテックさん、入会する方向で検討中。 　　　会員増強について

・　　　　　　　　　　　小倉　博人会員

　浜名和子さん、川崎マリーンＲＣ合同例会参加

【卓話】 　高木　一彦会員

　　　　皆様、あらためましてこんにちは。本日は会員卓話の機会をいた

　　　だきありがとうございます。

　　　　先ずは、お手元にある資料をご覧ください。この資料は、現在行

　　　われている議会報告会で使われている資料です。今年度の議会報告

　　　会は、１１月７日、９日、そして今週末の１８日の３回を天羽、富

　　　津、大佐和の順で行われております。この議会報告会は今回で３回

　　　目となりますが、１回目は皆様もご存知の財政破綻になるのではと

　　　いうニュースが報道された年度に開催されたもので、壇上より議会

　　　報告を行いその後、質疑を受けるという形をとりましたが、参加者

　　　の納得できる答弁が得られずに終わってしまいました。
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　それを教訓に昨年の２回目からは市民の方々ともっと顔を向かい合わせて話し合おうと、袖ヶ浦市議会でも行われ

ているカフェトーク方式といって各テーブルごとにグループ分けしてお茶を飲みながら気軽に話し合いましょうとい

う試みを始めました。前半は通常の議会報告を行い、後半にカフェトーク方式を取り入れたのですが、参加者からは

市議の方々とこのように話し合う機会が無かったので良かったというお言葉もいただきましたが、テーマが「住みや

すいまちづくり」と広いテーマだったので内容を絞るのが難しかったという課題も生まれました。今回は天羽地区は

「空き家対策について」富津地区は「子育てについて」大佐和地区は「公共交通について」と地区ごとに分けてテー

マを絞って行っています。次回は１８日に大佐和地区の佐貫コミュニティセンターで１８時より行われますので、ご

都合のつく方はお越しになってください。

　さて、それでは資料に基づきまして説明させていただきます。現在、富津市議会では総務産業常任委員会と教育福

祉常任委員会の２つの委員会に分かれて活動しています。では総務産業常任委員会の資料をご覧ください。財政の面

では平成２５年の財政危機報道の際には、２億円近くまで落ち込んだ市の貯金、財政調整基金が２８年度は約１４億

６千万まで回復しています。この報告会の時点では約１８億４千万円になっております。市の安定運営には財政調整

基金は１１億円必要といわれており、その数値はクリアしていますが、ここ数年の緊縮財政と大きな公共工事などの

経費を先送りにしている成果であり、財政状況としましては、まだまだ予断を許さない状況であります。

　次の避難所自動解錠ボックスですが、東日本大震災を教訓として震度弱５以上の地震が起きたときに自動で避難所

のキーボックスを解錠して誰でも避難所に入れるようにするというもので、千葉県では富津市が初めての導入となり

ます。

　次の有害鳥獣問題についてですが、表を見てわかる通り、年々捕獲頭数、被害額も増加しております。被害も捕獲

頭数も多いイノシシが一番の問題となっていますが、今後はシカの被害が増加して問題となってくると思います。そ

して、農作物の被害だけでなく捕獲後の鳥獣処分も大きな問題となっており、現在は埋設処分がほとんどであります

が、それも追いつかない状況となっています。現在、戸面原ダム付近において捕獲鳥獣処理の実証実験が行われてい

ますが、機械の不調から一時中断となっています。有害鳥獣問題は天羽地区だけでなく、大佐和、富津地区まで拡大

し富津市全体の問題となっておりますので早くの再開とその後の導入に期待しています。

　続きまして、教育福祉常任委員会の資料をご覧ください。現在、天羽地区を中心に行われています小・中学校再配

置ですが、表の通り、湊、天神山、竹岡の３小学校が１つに、大貫中と佐貫中、天羽中と天羽東中が統合する計画に

なっています。金谷小学校は反対意見が多いので継続して協議していくということです。ともに、平成３２年を目途

に実施していく予定となっています。それと同時に老朽化した天羽中学校校舎の改修も行われます。計画では現在の

校舎を取り壊し、同じ場所に校舎を新築する予定で、現在保護者や地域の方の意見を取り入れた校舎の建築の為の協

議をしているところであります。その他にも市では子育て支援にも力を入れています。市長の公約にもありました、

第３子以降の保育費無料をはじめ、表のような放課後児童クラブも設置しています。そして、資料のような市民の健

康増進のための健診や福祉にも積極的に取り組んでいます。

　続きまして、２８年度の会計決算ですが、表をご覧になるとわかる通りに歳入、歳出とも前年度より増加している

のがわかると思います。また、この表で重要なのが網掛けされた部分の実質収支と標準財政規模の数値で、それを元

に出された実質収支比率は６．９％で、一般的に３～５％程度が望ましいとされておりますので健全経営されている

ことが読み取れます。

　続いて、富津市議会では常任委員会の他に２つの研究会でも活動しています。この議会報告会を企画しています議

会改革推進研究会と地方創生について考える地方創生研究会です。まず、地方創生研究会では、前年度は富津市の公

共交通網について研究しました。実際に市内の公共交通に乗車したり、他市の公共交通の視察に行き報告書にまとめ

ました。報告書は資料の通り市のＨＰからご覧になることが出来ます。また、今年度は空き家対策について研究して

いきます。

　続いて、議会改革推進研究会では、この議会報告会の企画の他に、議

長選挙における所信表明の導入検討、議会活動のインターネット中継・

収録配信に向けた調査・研究等、様々な議会運営に関することを調査・

研究し、市民の皆さんに必要とされる、頼りにされる議会組織を目指し

ております。

　最後に私が議会に入って継続していることは、年４回ある議会の一般

質問において、個人質問を毎回している事です。主に、地元の問題であ

る有害鳥獣についてを毎回していますが、その他にも学校再配置、オリ
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ンピックのキャンプ誘致、観光資源等について質問させていただいてお

ります。先日もドイツ大使館で行われましたホストタウンについての説

明会に参加してスポーツを通じた国際交流について勉強してまいりまし

た。このような活動を今後も継続し、少しでも皆様の役に立つような情

報収集とそれを実現にさせる為に頑張っていきたいと考えていますので

今後とも宜しくお願い申し上げます。

【ニコニコボックス】　 クラブ管理運営委員会 渡邉　敏　会員

和田　充敏会員… 結婚祝いありがとうございます。

次回も頂けるように今年も満面にすごそうと思います。

又、ベトナム訪問に際し、ご支援頂きありがとうございます。

山口　稔　会員… ベトナム訪問 御苦労様でした。継続が大事です。しっかりつないでゆきましょう。

小倉　博人会員… ベトナム訪問ご苦労様でした。

高木幹事、卓話ありがとうございました。

椎津　裕貴会員… ベトナムに参加された方々おつかれ様でした。

立石　泰之会長… いつもお世話になっております。皆様のご支援のおかげで無事にベトナム訪問に

行って来ました。子供達の元気な姿に感動しました。ありがとうございました。

7,000円

【出席報告】 クラブ管理運営委員会　 渡邉　敏　会員

区分 出席 欠席 出席率

今回 13 2 86.7%

前回 12 3 93.3%

【第４分区クラブ例会日程】

例会日

木

木

木

水

月

月
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君津 ホテル千成 0439－52-8511 0439－　52－8882

袖ヶ浦 レストラン菜心味 0438－60-1753 0438－　64－1139

富津中央 割烹旅館　いち川 0439－65-0177 0439－　65－0177

木更津東 オークラ　アカデミアパークホテル 0438 - 52-0111 0438－　25－0716

木更津 東京ベイプラザホテル 0438－25-8888 0438－　23－3080

上総 割烹旅館　山徳 0439－27-2003 0439－　27－2336

15 2

クラブ名 例会場 TEL 事務局TEL

本日のニコニコ

累計金額 165,000円

会員数 make up

15 0


