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松飛台に資源ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ・東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰがオープン
台風24号の影響により市内各地で床上床下浸水の被害が発生
58年(1983) 市制施行40周年 人口 418,490人
59年(1984) 「自転車放置防止条例」施行、放置自転車の撤去始まる
松戸駅西口デッキが完成
61年(1986)
大相撲松戸場所開催・松戸駅開業90周年セレモニー開催
62年(1987) 常盤平さくら通りが「日本の道100選」に入選
63年(1988) 「矢切の渡し」など13点が「房総の魅力500選」に入選
平成元年(1989) 平成と改元 人口 453,180人
2年(1990)
「ごみを減らす課」誕生
北総開発鉄道（現、北総鉄道）全線開通
3年(1991)
戸定が丘歴史公園、戸定歴史館がオープン
21世紀の森と広場・市立博物館・森のホール21がオープン
5年(1993)
市制施行50周年 人口 463,517人
6年(1994)
「幸田貝塚出土品」が国の重要文化財に指定
和名ヶ谷ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ オープン
7年(1995)
阪神・淡路大震災発生
JR武蔵野線 東松戸駅開設（北総鉄道と接続）
10年(1998)
冬季オリンピック長野大会開催
13年(2001）
新京成電鉄 五香踏切工事完了
14年(2002）
サッカー日韓ワールドカップ開催
15年(2003）
市制施行60周年 人口 472,728人
17年(2005）
戸定邸からの眺望が「関東の富士見百景」に入選
ワンガリー・マータイ氏（ノーベル平和賞受賞者）が新松戸南小学
18年(2006）
校を訪問
戸定邸が国の重要文化財に指定
21年(2009）
天皇皇后両陛下が戸定邸へ行幸啓
松戸市出身の山崎直子氏が宇宙へ、帰還後に歓迎パレード
22年(2010）
ゆめ半島千葉国体が開催
23年(2011）
東日本大震災発生
都市計画道路3・3・7号横須賀紙敷線（幸谷～二ツ木区間）開通
24年(2012）
人口 480,579人
25年(2013）
市制施行70周年
56年(1981)

国際ロータリー第2790地区第12分区

松戸北ロータリークラブ

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

＜ニコニコ委員会：吉田俊一副委員長＞
小林

弘会員：今年も花の時期になり、心も身体もうきうきの昨今です。
先日（3/18水）にまる一年ぶりに、ゴルフに行って来ました。
（カート）ゴルフとはいえ、無事１ラウンドをする事ができ、喜んで
いるところです。
一年間ロータリー活動もできず、申し訳ありませんでした。
今後、ボチ、ボチと活動のお手伝いをしようと思ってます。
どうぞ、よろしくお願いします。
※追伸－スコアは聞かないで下さい、初心者でした。

社会奉仕基金

2,620円

《会報編集委員》織田

証・正司

進・大川高明

第2052回 例会 2015年3月24日(火)
■国際ロータリー会長

ゲイリーC.K.ホアン ■ 例 会 日 - 毎週火曜日12：30より（第1例会18：30）
透 ■ 例 会 場 - 松戸市八ヶ崎1-10-6

■第2790地区ガバナー

宇佐見

■第12分区ガバナー補佐

髙崎

信昭 ■ 事 務 所 - 松戸市八ヶ崎1-11-13

■松戸北ロータリークラブ会長

崎谷

延好 ■TEL/FAX- 047-711-5950 / 047-711-5910

■松戸北ロータリークラブ幹事 大川

びわ亭」
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＜第２０５２回：例会プログラム＞
12:30

12:33
12:35
13:00

点鐘
ロータリーソング斉唱
【♪我等の生業】
お客様紹介
会食

年 代

小澤盛明会長エレクト

崎谷延好会長
大川隆永幹事

13:25【委員会報告】

13:30

＜卓話：並木幸雄会員：松戸市７０年のあゆみ＞

崎谷延好会長

例会再開
会長挨拶・理事会報告
幹事報告

■社会奉仕委員会
■ニコニコ委員会
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社会奉仕基金発表
本日のニコニコ発表

点鐘

平田洋一委員長
三村藤明委員長

崎谷延好会長

＜会長挨拶：崎谷延好会長＞
皆さんこんにちは。
すっかり春めいた日が多くなり桜の開花も今日明日には発表されると思い
ます。来週の東漸寺さんでの移動花見例会では絶好のタイミングで枝垂れ桜
を満喫できそうで、期待しております。
そこで身近に咲く「ソメイヨシノ」をちょっと調べてみました。
明治初期、江戸の染井村の造園師や園芸職人達に育成され、エドヒガン系
とオオシマザクラの交配で日本産の園芸品種です。桜で名高い奈良の吉野山の山桜と混同さ
れるのを防ぐため「染井吉野」と命名したという事です。全てが接ぎ木によるクローンで同
じ遺伝子を持つため、条件さえ整えば一斉に開花する事も納得する訳です。パッと咲いては
らはらと散る姿はどこか日本人の人生観とも似て、終戦後圧倒的な数で全国に広がりまし
た。現在では桜と言えば「ソメイヨシノ」になった訳です。
さてこのシーズンになると日本特有の風物詩、花見があります。満開の桜の下で酒を酌み
交わし、歌い、語る。公共の場で飲酒しても処罰されない寛容な御国柄であります。寛容だ
からこそ、利用者のマナーが問われる場でもあります。枝折、けんか、立ち小便、ゴミの不
始末、どれ一つとっても花を愛し、その自然に感謝する事を否定してしまうような、恥ずべ
き行為です。それぞれが花の美しさに劣らぬ気持ちで接したいと思います。
以上

＜幹事報告：大川隆永幹事＞
◆ 松戸西ロータリークラブ例会変更のお知らせ
４月１日（水）観桜会の為夜間移動例会に変更
場所 東漸寺
点鐘 １８：３０
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主 な 出 来 事
松戸町・高木村・馬橋村が合併し、県下7番目の市として、松戸
昭和18年(1943)
市が誕生（初代市長に門六郎就任 人口 40,433人
20年(1945) 第２次世界大戦終結
22年(1947) 教育基本法・学校教育法公布（6・3・3・4制男女共学を規定）
市営第１回松戸競輪開催・松戸市立病院開院（小山）
25年(1950)
朝鮮戦争勃発
26年(1951) 徳川武定氏が土地・屋敷を市に寄付（現、戸定が丘歴史公園）
北松戸駅が競輪開催日停車の仮駅として開設
27年(1952)
松戸駅に東口開設
28年(1953) 市制施行10周年 人口 56,052人
30年(1955) 新京成電鉄 松戸～京成津田沼間が全線開通
沼南村の高柳・高柳新田地区の一部を松戸市に編入
31年(1956)
首都圏整備法制定
北松戸駅が常設駅になる
33年(1958)
東京タワー完成
34年(1959) 市役所が現在の伊勢丹付近から根本に移転
市内初の工業団地（稔台及び北松戸工業団地）建設事業開始
35年(1960)
常盤平団地の入居開始 人口 86,372人
36年(1961) 国道６号線松戸バイパス開通
37年(1962) 人口10万人を突破 常盤平団地の入居完了
東部地区取り改良事業第一期工事完了
38年(1963)
市制施行20周年 人口 130,037人
39年(1964) 東京オリンピック開催・東海道新幹線開業
40年(1965) 県立松戸高校が上矢切から中和倉に移転
佐藤栄作首相が常盤平団地を視察
41年(1966)
日本の人口が１億人突破
42年(1967) 市立病院が小山から上本郷に移転
小金原団地の入居開始
44年(1969)
「すぐやる課」誕生
45年(1970) 日本万国博覧会開催（大阪） 人口 253,591人
オーストラリアのボックス・ヒル市（現、ホワイトホース市）と姉妹
46年(1971) 都市提携
常磐線複々線化、地下鉄千代田線が相互乗り入れ開始
葛飾橋付け替え工事完了
47年(1972)
冬季オリンピック札幌大会開催
市制施行30周年 人口 309,494人
48年(1973)
武蔵野線（新松戸～府中本町）開通・若潮国体（千葉県）開催
49年(1974) 第１回松戸まつり・第１回こども祭り開催
野菊野団地・梨香台団地の入居開始 人口 344,558人
50年(1975)
沖縄国際海洋博覧会開催
51年(1976) 五香連合町会でごみのリサイクル始まる
53年(1978) ごみの分別収集が始まる
55年(1980) 松戸・三郷有料道路開通
（次ページへ）

