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した。
337号線という都市計画道路については、６号
線から新松戸駅の間を松戸の市道として設置する
ことにより、松戸を南北に縦断することになりま
した。
さて、本日のテーマである「新市立病院の建設
に向けて」についてお話をしたいと思います。
新松戸市立病院の建設を考えたのは、老朽化と
耐震性のない松戸市立病院を建て替えなければ患
者を守ることができないということで建設予定地
を絞り込んできました。委員会で大変苦労して、
運動公園、現地での建て替え、東松戸などの候補
地があがりましたが、最終的には利用者の利便性
を考え、東松戸の保留地約300坪を区画整理組合
と話し合い（組合の民間への売却を中止していた
だいた）、取得する方向にしました。

皆さん、こんにちは。川井でございます。
松戸ロータリークラブで何か卓話をと言うこと

最終的には新松戸市立病院の土地の取得、建設

ですが、松戸の名士の方々の集まりの中でお話を

は必要であると議会で決定していただいたので

させていただくことは大変ありがたい事です。ロ

す。今は、広報紙や地元への説明会などで周知活

ータリークラブの皆様には日頃より地域での奉仕

動をしているところです。この件に関して、住民

活動をしていただき、感謝しているところでござ

投票しようという活動が起っていますが、有権者

います。

40万人の内8,000名の署名がありますと、１週間

今、予算編成の真只中でございますが、相当厳
しい状況ですが、例えば子ども手当は、本年度１

の縦覧期間をおいて、住民投票案を議会に上程し、
住民投票をする事になるかもしれません。

人当り13,000円ということで90億円の予算計上を

医師、看護師が不足する中で、老朽化と耐震性

します。もちろん、これは国からいただくもので

で問題のある現在の市立病院では労働環境が悪い

すが、見かけ上は予算が膨らむ事になり、市民か

ので、他の病院へ行ってしまう可能性があります。

らクレームが出たりするかもしれません。

これを防止するためにも新病院建設が必要になり

また、昨年度は千葉大学移転の問題があり、移

ます。

転反対市民の会を発足し、165,000件という署名

また、現病院跡地についても、民間病院に来て

をいただいた結果、移転はなくなり、存続するこ

いただくことが、松戸市の地域医療の視点から必

とになりました。昨年10月16日には天皇陛下が千

要なことだと思っています。三次医療、周産期医

葉大学園芸学部の100周年に来ていただくという

療などは、公立病院に課せられた宿命であると考

光栄をいただきました。

え、この問題に対処しているところです。
何卒、松戸ロータリークラブの皆様におかれま

そして、12月に入り成田新高速鉄道について、
北総鉄道の急行を東松戸駅に停車させた事に伴

しては、ご理解、ご支援を頂くことをお願い申し

い、成田新高速鉄道も一般特急の停車が実現しま

上げ、卓話を終らせていただきます。

− ２ −

皆さん今日は。松戸市長の川井敏久様、ようこ

１．クラブ内、会議等の案内
特にございません。

そ松戸ロータリークラブ例会に大変お忙しいなか
お出掛けくださり、誠にありがとうございます。
松戸市政の近況の卓話を快くお受けくださり、あ

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

りがとうございます。

①

先週、14日に12分区第４回会長・幹事会がユ
ニティビルにおいて開催されました。

会員の皆様には貴重なお話、ご清聴の程宜しく

主な議題内容は来月18日、森のホールで行わ

お願い致します。
さて、去る1月14日（木）12分区

れる５クラブ合同例会とインターシティミーテ

5ロータリー

ィングの詳細が討議されました。

クラブの会長 幹事 会議に出席してまいりまし
た。来る2月18日（木）に開催されますインター

合同例会の開催時間を短縮し、できるだけ多

シティー、ミーティング（IM）について、を主

くのロータリアンにインターシティミーティン

なる議題とし討議されました。今年のテーマは、

グに参加してもらおうという趣旨でございまし

社会奉仕について、バズセッション方式による勉

た。
当日は、白鳥パストガバナーをお招きし基調

強会を催すこととなりました。その他、委細につ

講演をしていただく予定となっております。

きましては、幹事報告にてお知らせいたします。

テーマは

（IM）には、原則入会5年未満の会員の皆さん
には特に出席義務が課されております。これは、

「今言うやさしいロータリーとは

ロータリーをより理解する場と同時に12分区（松

・社会奉仕をめぐって」

戸市域）の他のロータリアンとの出会いの場であ
り、他のロータリークラブの活動につき、お互い
の情報交換をし、かつ勉強の場と心得て沢山の会

でございます。

員の出席をお願いし、会長の挨拶と致します。

その他議題にガバナー補佐訪問について、12

ありがとうございました。

分区親睦ゴルフについて、GSE余剰金返却につ
いて等が協議されました。

②

2011−12年度ロータリー財団国際親善奨学募
集が始まります。地区全体の応募説明会が２月
21日千葉駅ペリエホールにて予定されておりま
す。

− ３ −

３．他クラブ会報・その他
土、屋

特にございません。

４

例会変更の連絡
◇沼南RC
1 月28日

は2月2日

亮平君

ガバナー会

１月20日

本日出席率

87.23％

先々週出席率修正

89.36％→91.49％

の第10分区IM及び

合同例会に変更
点鐘

12：00

場所

三井ガーデンホテル柏

川井

敏久様

松戸市長

2 月11日 は祝日により休会
2 月25日 は夜間例会に変更
点鐘

18：00

場所

柏沼南商工会館

◇柏西RC
2月5日

【ニコニコBOX】当日￥

6,000 累計￥ 714,200

【財

3,600 累計￥

団BOX】当日￥

78,904

澤田正宏君／妻の誕生日に素敵なお花を頂きまし
は2月2日

の第10分区IM及び

合同例会に変更

た。ありがとうございます。銀座まで久しぶりデ
ートに行き、自宅に戻ったら素敵なお花!!最高な
演出となりました。

５．その他報告
特にございません。

小林

登君／税理士会のため早退させていただき

ます。

文責／奥村

国際協議会で2010−11年度RIテーマ発表

会員51名

義務会員40名

免除会員11名

出席41名

義務会員34名

免除会員 7名

仮欠10名

義務会員 6名

免除会員 4名

1月18日午後5時から、アメリカ・カリフォルニア
州サンディエゴで2010年国際協議会開会本会議が
開催されました。同会議のハイラトは、レイ・クリ
ンギンスミス国際ロータリー（RI）会長エレクトに
よる2010−11年度RIテーマの発表です。
新年度のテーマは
BUILDING COMMUNITIES
BRIDGING CONTINENTS

島村

善行君

竹内

博君

小川
林

一君
希一君

川並

芳純君

中田智次郎君
− ４ −

地域を育み、大陸をつなぐ
です。

