
２０１１年５月第１週号 

第２３１１回 
平成２３年５月１３日(金) 点鐘１２：３０ 〈晴れ〉     

◆国歌斉唱      『君が代』 

◆ロータリーソング  『奉仕の理想』 

◆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／千葉市経済農政局経済部 

 部長 皆川 達也様 

・市原ＲＣ／三木 敏靖様（第３分区Ｂ次年度ガバナー補佐） 

■ 会長挨拶及び報告        榊原 行夫会長    

理事・役員会及びクラブ協議会報告 

１． クラブ運営資金会計報告 

入会者が少なく不足金が生じる見込みであるが、特

別会計から捻出する。 

２． クラブ定款・細則について 

メールボックスへ配布。 

３． ウィスコンシン州より贈られた東日本大震災義捐金

について 

窓口の八街ＲＣへ一任する。 

４． 会長エレクトセミナー報告 

出井会長エレクトより、次年度のＲＩ会長の方針、当

クラブの方針について。 

５． 「第９回国際里山の集い」開催について 

日時⇒ 平成２３年７月３１日（日）集合０９：３０ 

会場⇒ 若葉区谷当町 

会費⇒ ３，０００円 

■ ご挨拶                             

第３分区Ｂガバナー補佐 水野 謙一会員 

お陰様で、あと一カ月余りで任期が終わります。その

間皆様にはいろいろご協力を頂きまして本当に有難うご

ざいます。次年度ガバナー補佐の三木さんは、市原ＲＣ

から選出された大変素晴らしい方でございます。皆様の

お力添えを戴いて第３分区Ｂがより発展しますことをお祈

りしたいと思います。 

第３分区Ｂ次年度ガバナー補佐・三木 敏靖様 

こんにちは。市原ＲＣの三木と申します。 

水野さんは、肩の荷が軽くなられたようですが・・・、私、

未熟者ではございますが、いろいろご協力を頂きながら、

何とか務めを果たして行きたいと思っております。宜しく

お願い致します。 

■ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ米山功労者記念品伝達                          

  吉田 裕成会員 

■ 幹事報告              小林  透幹事    

・本日、メールボックスに入会のご案内を入れさせて頂き

ました。是非ともお声掛けをお願い致します。 

・ガバナー会から義捐金の集計報告と今後の支援方針

が来ておりますので回覧します。 

・「がんばろう！第２７９０地区チャリティーパーティー」開

催のご案内がきております。 

 日時⇒ 平成２３年６月２日（木）午後６時～ 

 会場⇒ ホテル ザ・マンハッタン 

 会費⇒ お一人 １０，０００円  （申込⇒ 事務局迄） 

・２０１２-２０１３年度ロータリー財団国際親善奨学金選考

結果で当クラブが推薦した岡田さんが合格されました。 

伊藤副幹事より 

５月２７日（金）１２時３０分より、次年度理事・役員委員

長会議を行いますので宜しくお願い致します。 

■ ５月度 会員誕生祝い・結婚記念日祝い                  

【誕生日祝い】 

１８日 野城 友三会員   ２８日 寺澤 一良会員 

２８日 橋口  徹会員    ３１日 塩谷 邦昭会員 

【結婚記念日祝い】 

４日 竹尾   白会員   １１日 杉本 峰康会員 

１５日 末吉 淳子会員   ２７日 五十嵐博章会員 

■ ニコニコボックス報告                  

☆市原ＲＣ・三木 敏靖様 

水野ガバナー補佐の後を継がせていただきます三木

です。宜しくお願い致します。 

☆植松 省自会員 

皆川様、本日の卓話、宜しくお願い申し上げます。 

☆金親 博榮会員 

第８回里山シンポジウムを５月２１日（土）、２２日（日）

  

 

 
 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 
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に開催致します。今年は、いすみ市において「食」を中

心とした地元を賑わすイベントとなる予定です。是非、お

越し下さい。 

☆末吉 淳子会員 

私事でございますが、この１５日で結婚５０周年を迎え

ます。じゃじゃ馬の私を上手な手綱さばきで操りながらも

堪え難きを堪え、忍び難きを忍びながら、傍に居てくれ

た主人にただただ感謝です。と同時に周りの大勢の

方々のお支えなくしては、私共２人はこの日を迎えること

は出来ませんでした。皆様、本当に有難うございました。 

☆出井 清会員 

４/２４日（日）の地区協議会に出席された次期委員長

になられるメンバーの皆様、大変ご苦労様でした。次年

度も大いに活躍をお願いします。 

 

 

■ 出席報告 (会員数３９名)                      

 

出席者数３１ 欠席者数 ８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２  修正出席率 次回 

 

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…『千葉市の産業復興戦略について』 

卓話者… 千葉市経済農政局経済部 

    部長 皆川 達也様 

 

皆さんこんにちは。本日はお

招きいただきまして有難うござ

います。そして、こうしてお話を

する機会も頂きまして本当に有

難うございます。皆川と申します。

私の仕事のモットーは「とにかく

スピードと改革」ですが、スピー

ドが一番だと思っております。ス

ピードが速いという事は手際が良いとなり、質も良いので

はないかと思っております。仕事が速ければ他の仕事も

出来るので、より多くの成果が上がるだろうと思いますの

で、スピードを一番に考えております。農政局経済部と

いいますと、大抵の方が農業関係ですか、と良く言われ

ますが、経済部と農政部が一つの局になって経済農政

局になっているのです。私は、紛らわしいので名刺には

千葉市経済部長と書いております。経済部というのは何

をやっているのかということで、今日はメッセージをお伝

えしたいと思っております。 

私の方の幾つかの仕事の中で、先ず一つは商店街

振興があります。皆様方のお近くにも商店街がございま

す。千葉市内には９３の商店街があります。只、その商店

街については、共通する悩みを抱えております。先ずそ

の一つは後継者不足です。商店街全体を盛り上げようと

思った時に、リーダーがいないことです。商店街の魅力

作りが課題です。千葉市内には 1２パーセントの空き店

舗がありますが、どうやって埋めようかという課題もありま

す。経済部は、そのような四つの課題を一緒に悩んで、

一緒に解決する。そして解決する考えを持って行動して、

資金の助成をして頑張ろうとする商店街、或いは頑張っ

ている商店街を何とかして支えたいという活動をしていま

す。 

それから、雇用問題では、大学を卒業しても就職先が

ありません。これは非常に大きな社会問題になっていま

すが、企業と学生を結び付ける合同説明会を行ったり、

また生活保護を受けている人が経済成長とは逆ベクトル

で大変多くなっています。働けるのに働かない人がいる

とすれば、税金で扶助をしているので許せないのですが、

働きたいのだけれどそれぞれ事情があるという場合は、

その方がどうしたら働けるのかというような心のケアだっ

たり職業の訓練だったりと国のハローワークと一緒に稲

毛区役所の中にふるさとハローワークというハローワーク

の支店のようなものを作っております。 

それから、何といっても企業の事で千葉市を元気にし

たいということがあります。千葉市を元気にするには、経

済活動が活発にならなければならないし、企業活動がそ

れぞれ進展しなければなりません。企業活動が進展す

れば、従業員も増えて給料が上がって沢山消費をして

いただければ、税収が増えて最終的には市民生活も豊

かになる、というロジックになりますので、企業活動をどう

やったら進展させるのかということが私共の使命でありま

す。 

私の方は企業活動し易い環境をソフト面、ハード面か

ら支援して行こうという事でございます。企業はどうやっ

て進展していくのかということですが、我々は公務員であ

り経営者ではありませんから、行政に何が出来るのかと

いうこともありますが、気持ちとすれば今の企業に成長し

てもらいたい。成長してもらえる為には我々に何ができる

のか。それから企業の数を増やすという事も必要です。

千葉市内に企業は７，４００あり、９５パーセントが中小企

業です。企業の外枠で事業所は２８，０００ありますが、こ

れは、政令市の中では最下位で、人口１人当たりで見て

も少ないです。 

いろいろ分析してみますと、千葉市は商業関係が多

い、即ちサービス業が多いのです。事業所を増やさなけ

ればならない。企業を成長させる事と企業の数を増やす

事、そして次の企業家となるための人材育成です。これ

は小学生のうちからアントレプレナーシップという事で社

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 17,000 円 累計 570,000 円 

金の箱   522 円 累計 30,427 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 5/24・6/28 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/28 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 5/25 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 5/26・6/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 6/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



長になってみようとか、工業高校の学生に職業体験とか

ありますが、企業の進展、企業の数を増やす、企業家人

材を増やすというのが私の考えている課題です。企業の

皆様の成長を行政はどうやって支援するかという事です

が、現在の日本は円高、株安、デフレの進行ということか

らマーケットが縮んでいるという表現がされています。新

聞にも載っておりましたが、千葉製粉さんが化粧品事業

に本格的に乗り出すという思い切った業態の変更とか千

葉銀座商店街のある本屋では野菜を売るとか、建設業

では、水耕栽培で野菜を作りトマトを出荷するとかいうよ

うに、これだけ縮んだ市場の中で会社が生き残る為に或

いは急成長をする為には思い切った業種の転換等が必

要になると思いますし、そういうニュースも聞きます。その

為には、資金的なニーズもあるでしょうし、また専門家の

話を聞けるような支援も行なっております。 

もう一つは、海外にマーケットを求める企業があります。

これは海外に転進するのではなく、本社は千葉市内に

置いたままで海外にマーケットを求めるという事です。大

きな企業でしたら財力も、ネットワークもありますが、中小

企業ではコネクションや財力が整わないと進出は厳しい

と思います。例えば、中国進出においては、天津市と呉

江市がありますが、天津市は人口１，２００万人ですから

東京都より大きく、千葉市は友好都市として２５年間のお

付き合いをしております。青少年の文化的なもの、スポ

ーツ等々のそういうような親しみのあるフレンドリーなお

付き合いをして来ました。ここを充分に活用してレベルア

ップすべきじゃないかと、経済交流をしようと昨年から天

津市と呉江市に進出をしませんかという呼びかけの中で、

いろいろ調べていくと天津市にイオンショッピングセンタ

ーがあるのがわかりました。イオンは幕張に本社がある

のです。なおかつ来年の春には、２号店がオープンする

という事がありまして、千葉市の企業が天津市に進出

しやすいように出来ませんかとお願いしているところ

で、イオンと希望する企業とのマッチングを進めている

ところでございます。各企業が自力で中国進出を進め

るにはいろいろと高いハードルがありますが、イオンショ

ッピングセンターとの提携ですとある程度ステップが省力

されるので検討を進めているところです。 

そういう検討の中で、イオンさんでは電子マネーがあ

るのですが、イオンカードは調べて行きますと地域版カ

ードがありまして、銚子市ではイオンショッピングセンター

が出来る時にイオンカードとのタイアップをしてイオンで

の買い物をすると市にお金がキックバックされるようなシ

ステムが有るようですが、千葉市でもイオンとのタイアッ

プを検討しているところです。千葉市にイオンの本社が

ありますのでイオンとの連携をいろいろ考えているところ

です。今の企業をどうやって成長させるかという時に

我々がご支援できるという事がそれぞれの政府筋でいろ

いろなハードルを取り除いていく事が求められているの

だと思っております。 

新しい企業を起こすという事は、企業誘致が一般的で

すが、ＮＰＯにしてもバブル崩壊以後は儲けるという事よ

りも何か役に立ちたい、社会貢献したいという人が多い

ように思います。そういう人達を千葉市で応援して千葉

市での企業を増やそうと思っています。それは、１０年後

２０年後に千葉市からスタートした企業として育てていく

ような事を考えております。 

三つ目が観光です。例えばすぐ先

に千葉港が有ります。千葉港駅前旅客

船桟橋を３カ年計画で建設中です。こ

れは、旅客船が着けるような桟橋です。

昨年、一昨年で運行実験をしましたが、千葉から熱海と

か、千葉から三崎港だとか、大島への観光ジェット船は

たった２時間で行ける航路等は、大変好評ですぐ満席に

なりました。３年後にはオープンします。採算性のあるル

ートを考えなくてはなりません。ここで、皆様にお願いし

たいことは、いろいろなご意見、ご要望をお寄せ頂けれ

ばと思います。また、我々市民だけが楽しむのではなく、

当然向こうからも来て頂き千葉市を味わっていただかな

くてはなりません。良いアイデアをお持ちの方は、是非と

もお教え下さい。 

最後に千葉競輪場ですが、千葉市役所が経営する公

営ギャンブル場です。これは、税収を補うものですが、一

時は税収と合わせて２０億円～３０億円ありましたが、な

んと昨年度の決算は１，０００万円でした。折角ある財源

ですから財源探しを新たにする位なら、競輪場を盛り上

げていかなければいけないというのが私の責任なのです。

昨年度は１２５億円しかないので、上がりは何と１，０００

万円しか出せないということでした。今年度についても来

年度についても１，０００万円という皮算用をしているとこ

ろです。当然、５年後にはどうなるのかという事ですが、

青少年は競輪はやらないと思いますので、競輪場に人

を集めるにはどうしたら良いのかということを考えていて、

施設見学等、ちょっとした財政に貢献するということで、

ご協力いただければ大変嬉しく思います。 

千葉市の経済の成長を促す部門は、経済農政局

の経済部しかないのです。経営者ではなく、皆様方

のお役に立てることを我々がするということです。千

葉市の営業部だと考えております。もし何かございまし

たら、「俺のところに来い！」と言っていただければいつ

でもお伺いします。是非、お知恵を拝借したいと思って

おりますので、今後とも宜しくお願いいたします。 

本日は有難うございました。 

   （文責 寺澤 一良会員） 

 

 

第２３１２回例会 

日時⇒  平成２３年５月２０日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『千葉県初、プロバスケットボールチーム 

                設立の想いと今後の夢』 

卓話者⇒ ㈱ＡＳＰＥ （千葉ジェッツ） 

       代表取締役  梶原 健様 

第２３１３回例会 

『職場訪問及び親睦旅行』 

日時⇒  平成２３年５月２９日(日)～３０日（月）  

行き先⇒ 伊香保 


