
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2218例会 平成 31年 2月 14日  

ソング：我らの生業 

行 事：③ガバナー補佐訪問 尾鷲 RC合同 

 第 2217回例会 平成 31年 2月 7日の記録  

 

 会長の時間  山門弘毅 会長

本日はこの春熊野市議選

にて初当選を果たされま

した松田唯、畑中新子両

議院にお越しいただきま

した。御多忙にもかかわ

らずご臨席賜り誠にあり

がとうございます。後ほどお話をよろしくお

願いいたします。さて今朝の新聞に新名神高

速道路も新四日市～亀山西の両ジャンクショ

ン間、23km が 3 月 17 日に開通するとありま

した。この区間が開通すれば静岡県から滋賀

県まで東西を結ぶ大動脈が 2 本となりますの

で、災害時の代替ルート確保に加え、東京、

名古屋、大阪の 3 大都市の物流活性化に期待

が持てます。さらにこの区間は片側 2 車線で

設計速度は 100 キロとのことです。なにより

私たちにとっては東名阪自動車道の四日市～

亀山ジャンクション間の慢性的な渋滞が緩和

されることは喜ばしいことだとおもいます。

試算によると繁忙期を除いてほぼ解消される

見通しで、渋滞発生は 1 割程度になることの

ことですから名古屋方面へ車両走行のストレ

ス解消と時間短縮になると思います。自己抑

制や観光振興に役立つこととおもいます。待

ち遠しいです。一方で熊野市から奈良へと繋

がる 169 号線、現在も土砂崩落などで大幅な

交通規制が行われていますが、そのような影

響からか釣り客などの利用が激減しているそ

うです。近日中には五郷町のファミリーマー

トが営業を終えるそうですが、五郷住民にと

ってはライフライン的な役割があるだけに閉

店が惜しまれます。道路の事情状況で生活が

大きく左右されるのだと改めて感じた次第で

す。 

 

 幹事報告  片岡博也 幹事

▼鈴鹿ベイ、伊勢南、那智勝浦、松阪東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。 

▼ガバナー事務所よりガバナーノミニー決定宣言が届いております。 

▼２月のロータリーレートは１ドル１１０円です。 

▼地区事務所より米山奨学生の世話クラブとカウンセラーお引受けについてのお願いが届いてお

ります。 

▼地区事務所より出前講座、公共イメージ、環境保全のアンケートが届いております。 

▼ガバナー事務所より会長エレクト研修セミナーのご案内が届いております。 

▼濱田直美松阪東紀州グループガバナー補佐より２月の AG 訪問についての依頼が届いており、２

月１４日の AG訪問は尾鷲 RCと合同例会になります。 

例会日：毎週木曜日 
例会場：第 1･3 12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    第 2･4 19：00～みどりや 
事務局：〒519-4324 三重県熊野市井戸町 349-1 
TEL0597-85-2110 FAX0597-85-2118 
E-MAIL：kumanorc@sirius.ocn.ne.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：kumanorc.com 

 2018-19年度 会 長 山門弘毅  
       副 会 長 濵口佳丈  

幹 事 片岡博也 
会報委員 濱田直美 

 

世界を変える行動人 



▼ロータリーの友事務所より 2019－20 年度版ロータリー手帳お買い上げのお願いが届いておりま

す。 

▼RI日本事務局より平和と紛争予防/紛争解決月間リソースのご案内が届いております。 

▼熊野市交通安全都市推進協議会より園児・児童の交通安全対策に関する協力についてのお願い

とランドセルカバーの見積書が届いております。 

▼熊野市駅伝実行委員会より協賛のタオルを戴いております。 

▼牟婁地区柔道会よりより紀南柔道大会のパンフレットとタオルを戴いております。 

▼津南ロータリークラブより 2017－2018年度の年次報告書を戴いております。 

▼伊勢中央、津南ロータリークラブより週報を戴いております。 

 

 外来卓話 熊野市議会議員 松田唯 様  

本日は地域でそれぞれ

活躍されているロータ

リークラブの皆様にお

招きいただき誠にあり

がとうございます。昨

年の５月より熊野市議

会議員となりました松

田唯です。今日はよろ

しくお願いします。こ

のお話を頂いた時、何を話しすればいいのです

か？と聞きましたところ「なんでも決行です」

ということでした。何でもいいと言うのは、と

っても難しいですよね。ましてや、ここにお集

まりの皆様は私にとって大先輩ばかりで、知識

も経験もとてもかなわないのに、こうやって皆

様の前でお話するということはとても恐れ多い

気がします。今日は昔、就職活動で面接を受け

た時の気分を思い出して、背伸びせず、自然体

で私自身の事をお話できればと思っております

ので、どうぞ皆様よろしくお願いします。まず

は改めまして私の自己紹介をします。私は井戸

町に生まれ、井戸小、木本中、木本高校と地元

で育ちました。高校卒業後は大阪の建築系の専

門学校を卒業して、しばらく大阪で設計関係の

仕事をしておりました。結婚して子供が生まれ

た頃、やっぱり子育ては熊野がいいかなぁと思

っていたところ、縁あって熊野で仕事をさせて

いただくことになり、こちらに帰ってきました。

その後、こちらにいらっしゃいます田端社長に

もお世話になったり、自分で開業してやってみ

たり（色々失敗もしてまた会社員に戻ったり…）、

私の 30 代は社会人としては色々な経験させて

もらったと思っております。【地元の役にたつ

人間でありたい】なぜ私は議員を目指したのか。

私はこの熊野で仕事をして成長させていただき

ました。そして私の趣味を通じて熊野の魅力に

気づきました。一度熊野を離れ、帰ってきた時

の景色が今までとは違うんですね。ここで生活

していた時には当たり前だった景色がとても新

鮮に思いました。たまたま、私の趣味は山登り、

古道歩きと花火鑑賞でした。どれも熊野に欠か

せないものをたまたま好きになって、どんどん

深みにハマっていきます。特に花火は実行委員

に入り 14年目になります。熊野古道も世界遺産

登録 15 周年と長年歩いてきた道が節目を迎え

ます。人口減少に歯止めが利かなくなって弱体

化していく熊野市ですが、花火と古道は全国、

世界に誇れる熊野市の財産です。この大きな柱

が今、大きく揺らいでいます。古道は整備する

人達の高齢化、少人数化、花火も人口減少に伴

い中々寄付金、大口スポンサーが集まらず開催

の危機でもあります。この二つに大きく関わっ

てきた私は、ただ趣味のレベルで関わるだけで

は非常にもったいない、何とか出来る事がある

のでは無いか。花火で長年、観光協会、観光ス

ポーツ交流課と仕事をさせていただく間、行政

の役割には限界があり、やはり我々民間の力で

動かす事が必要だと感じていました。議員はそ

の民間・市民の代表であり、行政と共に市を良

き方向に舵を取るために仕事ができるのではな

いか。私の中ではとても魅力のある仕事だと感

じるようになりました。只、議員というのは市

民の皆様に選ばれなければならないという非常

に高いハードルがあります。めちゃくちゃ悩ん

だんですが、たぶん去年の選挙に出ないという

のは一生後悔することになりそうと思い出馬さ

せていただきました。結果なんとかここに立た

せていただいております。ほんとに良かったで

す。【市議会議員として】私は熊野古道、熊野

大花火をなんとかしたいという思いで市会議員

になりましたが、それだけでは仕事になりませ

ん。議員になると各方面色々な繋がりができま

した。元々何にでも好奇心が強い方なので、繋

がりが増えれば増えるほど問題点、改善点など

が見えてきました。熊野市では多くの議案があ

ります。市の執行部がいかに考えているのか、



どう運用しようとしているのか、議員はその議

案を審議する立場でもあります。すべての事は

無理としても、全体を把握しなければいけませ

ん。そのような仕事は中々表には出ない市民に

とっては分かりにくい仕事だと思います。私は

議員の仕事とは分かりにくい仕事だと思います。

私は議員の仕事とは分かりにくいものだと思っ

ていました。「議員さんって何してるんやろ？」

良く聞くセリフです。自身、議員となり何をし

たのか、今市がどういう考えを持っているのか

市民に知ってもらいたい「何してるんやろ？」

と思わせるのはこちらの責任だなと思うように

なりました。今日配らせて頂いた A4 の紙です

が、定期的に配布している報告書です。簡単な

内容で中身は薄いのですが、誰が見ても「あー、

こんなことしてるのね」と思ってもらえるよう

な紙面にしたいと思いほんとにボチボチなんで

すけど配り歩いてます。でも、中々全部配ると

はいかず皆様全員に行き渡るのは無理なのが残

念なんです。【熊野市の未来】最後に熊野市の

未来をお話したいと思います。熊野市の人口は

現在 17000人を切りました。年間 400 人以上減

少しています。新元号 10 年には 12000 人程に

なると予想されます。多くの産業が衰退し、お

店も更に少なくなるでしょう。明るい未来がや

ってくるとはとても思えません。しかし、熊野

は 10 年、20 年後も変わらず美しい海、山があ

り、古道があり、都会の人達からは非常に魅力

度の高い空気があるはずです。細々になると思

いますが、それぞれの産業が生き残り、東紀州

の中心として機能していく都市であります。熊

野市は観光面で考えると非常にポテンシャルの

高い地域です。もっとも期待できるであろう観

光業に産業がくっついていくのが、将来生き残

るための熊野像なのかと私は思っております。

ただ熊野はありがちな観光誘致のための動きを

してしまえば、魅力が無くなります。過去、現

在、未来と変わらない熊野が熊野の魅力であり、

維持の為の発展が不可欠です。これから私がで

きるであろうこと、やらなくてはいけないこと。

しっかりと見極め、本当に必要なものを熊野に

残せればと思います。ご清聴ありがとうござい

ました。 

 

 

 外来卓話 熊野市議会議員 畑中新子様  

こんにちは。今日はロータリークラブ様の例会

にお招き頂いてありがとうございます。何かお

話をということで何を

話しようかと考えたの

ですが、私の思いを聞

いて頂けたらと思いま

す。まず、私は現在 2

児の母として一人で子

育てしています。以前

から介護福祉士として

働き、現在は忙しくて

ほとんど行けてない状況なのですが、行ける時

は1日１～２件ほど訪問ヘルパーとして働いて

います。私が議員になろうと思ったのは、以前

から私達市民の声が市政へと届かない、届けて

くれる人がいないという話をよく聞き、また自

身の経験からも感じる事があり、その声を市政

へと届け、また回答を市民に伝える伝書鳩の役

目をする人間が必要であり、その役目を私が果

たしたいその一心で立候補することを決めま

した。市政と市民とのパイプ役が本来あるべき

議員の役目であり、是正非々の立場で言うべき

ことは訴え、行動力を持って頑張りたい。そう

強く思いました。松田さんと同じ反対はありま

したが、本当に応援してくれた方々のお陰で当

選させて頂き、現在に至ります。まだ議員とな

り 9ケ月ですが、その重みを感じて日々頑張っ

ております。議会では 6月、9月、12月議会と

一般質問させて頂きました。6 月、9 月、12月

と 3回に渡り、小中学校の普通教室へのエアコ

ン設置について、また 12 月は乗合タクシー、

通学路の安全確保についても質問させて頂き

ました。エアコン設置については、以前から話

が進んでおらず、また保護者、市民からの強い

要望があり、私なりにどうしたら取り組んでも

らえるか考え、温度状況を調べ、湿度も計測し

てもらえるようにお願いしました。また、5月、

7 月と 2 回に渡り、市内全小中学校 14 校すべ

てを訪問し、学校の状況等を先生方から伺い、

また自身でも暑さを体感しました。ただエアコ

ンを設置して欲し 

いと言うだけでは、市長は首を縦に振ってくれ

ないと思い、ありとあらゆることを調べました。

近隣市町のエアコン設置に向けての状況、エア

コンの種類、エアコンの費用、ランニングコス

ト、また、熱中症のことも調べ訴えかけました。

その中でも平成 17 年 1 月に紀和町と合併した



際の合併特例債、また過疎地域に該当する地域

に限り発行される過疎債があり、それらをエア

コン設置になぜ使わないのかということです。

事業費の 70％が交付金として返ってくるので、

例えば 1 億円の事業のでも 3000 万円でできる

わけです。このことは市の職員の方でも知らな

かったことでした。その事もふまえて、他に調

べることがない位調べ、子供達の命を守る事が

最優先であること、市長自ら教室に足を運んで

ほしいと厳しく訴えました。厳しい事も言いま

すが、それが市民の思いであるということも伝

えました。12月議会でエアコンの設計費用が計

上され、本当に良かったと嬉しく思っています。

エアコン設置については、3 度に渡り 6 月、9

月、12月と一般質問しましたが、私は本当に大

事な事は何度でも諦めずに訴えるべきだと思

っています。市長に市民の思いを分かってもら

うには、ただ単に何々をしてほしいと言うのだ

けではなく、なぜ必要なのかきちんとした根拠、

数字を持って、また自分の足を運んで調べる。

それが大事だと思います。その姿勢と考えを崩

さずに今後とも取り組んでいきたいと考えて

います。先日ですが、新鹿～遊木区間のトンネ

ル工事の要望書を出す手伝いをさせて頂きま

した。遊木の住民の方からの声があり、以前か

ら話はあるがどうなっているのかというので、

大久保県議に伺ったところ中々話が進んでい

ない状況で、紀和町のトンネルの話もあり、紀

和町からは毎年2回要望書がきているというこ

とでした。遊木の代表役員の方に話をし、また

各区長のところを訪問し承諾を得て、今回連名

で要望書を出すに至りました。優先順位がある

といいますが、やはり住民の声が大事であり要

望を続ける事に意味があると私は思います。初

めての要望書で色々修正しながら出来上がり

県議にもお力添えを頂いて、市長と建設事務所

長に提出させて頂きました。今現在また開催さ

れる研修会には参加し、議員としての知識を高

めて行きたいと考えています。まだまだ分から

ない事ばかりで、先輩議員や担当課の課長や職

員にその都度聞きながら日々勉強させてもら

い頑張っています。できない理由を考えるより

今できることを考える！そう思って行動して

います。また市に提言してくには知識を得て、

提言してくべきだと思います。これから様々な

分野のことを学び、市民の皆さんの力になれる

よう、市民の代表として選ばれたという責任を

持って初心を忘れずに全力で頑張って行きた

いと思います。今後ともご指導いただきますよ

うよろしくお願い致します。ありがとうござい

ました。 

 

 諸事御祝  

お誕生日・結婚記念日：尾﨑しほ子会員 

お誕生日：庄司 幸会員 

結婚記念日：朝尾高明会員 濵口佳丈会員 

 

 ニコニコ BOX  

会長・幹事…本日は、松田様、畑中様お忙しい中、卓話ありがとうございました。 

井上  登…新宮のお燈行ってきました。娘婿と５才と７才の孫と無事に帰ってきました。ありが

とうございました。 

庄司  幸…お誕生日のお祝いありがとうございます。 

尾﨑しほ子…お誕生日と結婚記念日のお祝いを頂いて。3ヶ月お休みさせていただいてすみません。 

朝尾 高明…結婚記念日のお祝いを頂いて。 

濵口 佳丈…２９回目になります。 

斎藤 鉄郎…遅刻 

 

 

 

 

 次回第 2219回例会  

2月 21日：ロータリーの森清掃 

 出席報告  赤阪俊一 出席委員長 

会員数 36名  出席数 22名  欠席数 14名 

出席率 61.11% 修正 63.88％ 


