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今週のプログラム
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髙橋宏資会長

「火山について」
坂本尚史会員

前回の例会報告（２０１１年２月２日）
点 鐘・・・髙橋宏資会長
ロータリーソング
…国歌君が代・奉仕の理想
ビジター紹介
「２０１１年銚子市政の展望」
銚子市長 野平匡邦様（卓話者）
銚子市秘書政策課 課長 渡辺正行様
ラビタ ムディヤンセラゲ マユカ ディマー

誠にありがとうございました。クラブに元気が漲
ってきたことを痛感いたしました。

ルセナデーラ君（米山奨学生）
会長から：暖房費
の一部にでもお
使い下さい。
マユカ君：いつも
ありがとうござ
います。いま、就
職活動に研究に
頑張っています。
ありがとうござ
いました。
＜奨学金の授与＞

先日はクラブ協議会に参加協力をいただきまして

サッカー・アジアカップでは日本チームが見事
優勝いたしました。朝３時までテレビ観戦した甲
斐がありました。試合後のザッケローニ監督の話
の中に、
『ゴールでパスをもらえる選手はその前に
見えない所でしっかりそのための仕事をしている』
というコメントがありました。私たちの日頃の行
動にも通じるところがあるように思い、この言葉
に感銘を受けました。
本日は２月の第１週ですので、私のテーマは“ロ
ータリーの友”についてといたします。

記 念 日

１９０５年２月２３日はポール・ハリスが友人
３人と最初に会合をもった日です。その日を創立

＊

誕生日おめでとうございます。

記念日としています。そして２月を『世界理解月

☻

阿天坊俊明

君（1 月 27 日生）

間』と定めました。クラブは世界平和に不可欠な
ものとして理解と親善を特に強調するプログラム
と活動を実施し、WCS を中心としてプラグラムを
行うように要請されています。
２月号でもその特集組が組まれていて、
『ブラン
ドの構築』というエッセイが載っておりましたが、
これはロータリーブランドの確立のみを考えたも
ので、
“人道的奉仕を実践する一流の団体であるこ

会長から花言葉の贈り物： ニオイスミレ
＜ 奥ゆかしい・高尚 ＞

☻

とを世界に認識してもらおう”とする現在の RI

伊東

功

君（1 月 28 日生）

会長の考え方そのものの様に思われます。
すべての奉仕活動の根幹にある職業奉仕の実践
や決議２３－３４に対する考え方はどこに行って
しまったのでしょうか？

会長報告
第８回定例理事会報告

会長から花言葉の贈り物：
＜ 蜜 月 ＞

1) ２月 3 月のプログラムの件、

☻

桜井

広和

ギョリュウバイ

君（1 月 31 日生）

…（３月 23 の地の担当は後報）承認
２）合同例会決算案の件、…承認
３）Ｉ・Ｍの件グループリーダー上総会員
…承認
４）中間決算案の件…承認
５）ＲＹＬＡの件、金島弘会員、千葉科学大学
生３名…承認
６）留学生交流会の件、銚子ＲＣ担当…承認

会長から花言葉の贈り物： コキア
＜私はあなたに打ち明けます＞

７）金子会員委員会の件、親睦活動委員会
…承認

☻

＜報告＞

織田 吉郎 君（1 月 31 日生）

１．成田ＲＣ５０周年の件
…会長幹事出席とする
２．旭ＲＣ５０周年の件
…６/５(日）Ｐｍ１:00~黄鶴にて(スポンサー
クラブ）出席は希望者とする。(２０名位は予
会長から花言葉の贈り物： コキア
＜私はあなたに打ち明けます＞

定したい）
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☻

植田

卓 話

君（1 月 31 日生）

正義

「２０１１年銚子市政の展望」
銚子市長

野平

匡邦

会長から花言葉の贈り物： コキア
＜私はあなたに打ち明けます＞
＊結婚記念日おめでとうございます。
金島

弘会員（１月２７日）

島田洋二郎会員（１月２９日）
＊創業記念日おめでとうございます。

平成２２年の国勢調査の人口統計の速報値が昨

島田洋二郎会員（2 月）

日発表されました。人口は７０，２２５人、世帯
数は２６，９４８世帯です。前回の調査（平成１

ニコニコＢＯＸ

☻桜井広和会員

７年）と比較して、人口は４，７９５人の減少、
減少率が△６．３９％、また世帯数は１３６戸の

(大ニコニコ)

喜寿(７７歳)を迎えました。“老い”と友達に

増加、増加率が０．５１％です。この数字を見る

なってこれからも頑張らないで過ごしてゆきたい

と、奇跡的に７万人台を確保したということが言

と思っています。

えます。

☻猿田正城会員

また、５千人近く減っているのに世帯数が増え

猿田神社の正月行事を無事に終える事が出来まし

ています。高齢者の独居世帯が増えたことや結婚

た。

せずに独立する子供が多いことなど色々重なった
影響であると思います。人口減少率の△６．３９％

幹事報告

という数字は非常に強烈で絶望にとらわれる数字

１．週報拝受・・・銚子東ＲＣ

です。平成１７年の国勢調査において人口減少率

２．2009-10 年度年次報告書、携帯カード

は△４．６７％で千葉県の３６市中ワーストワン

・・・ＲＩ世界本部

でした。そして今回はそれをはるかに上回る勢い

３．次年度テーマ幕のお知らせ、名刺台紙等の

で人口が減少しています。特に最近の減少の加速

ご案内・・・㈱オクトン

が凄まじく、相当危険です。この地域で食って生
活していくことを悲観せざるを得ない状況です。
御商売をしている皆様方は必死に踏ん張っておら
れるのではないかと思い、都市経営者として大い
なる危機感を抱いています。

４．例会変更・・・

昨年１年間で常住人口が１，０６５人減りまし

旭ＲＣ 2 月 11 日(金）祝日の為、休会

た。この数字を５倍すると５千人を超えるが国勢

2 月 25 日(金）→26 日(土）

調査人口はそうならなかった。ということは昨年

ＩＭに振替休会

１年間人口の減少が少し加速したということです。

小見川ＲＣ 2 月 9 日(水）→6 日(日）ＩＭに振替

また、人口が予測を１，０００人上回りましたが、
これは千葉科学大の大学生、イオン、太陽の里の
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なサービスなどの事業を実施し、そういう方々は

影響が大きい。

「お金を持って銚子に来たい。」そう思えるような

また、財政的には１０月１日の国勢調査人口の

まちづくりをしていきたいと思います。

数字が５年間銚子市に一人あたり約１０万円の地
方交付税をもたらします。人口が大きく減ってい
くなかでやはり大学生とイオンと太陽の里の影響
による人口が大きく寄与しています。
本市の年齢別人口を見てみると子供の人口と生
産年齢人口が減っています。そして唯一増えてい
るのが６５歳以上の高齢者人口です。銚子の行政
や銚子で御商売をする場合には当然この唯一増え
ている方々が幸せに生きられるような、あるいは
銚子は住みやすいということで銚子に行こうかと
いう風に思わせる。
「お年寄りに温かいまち」を目

出席報告

指す必要があります。もっと銚子を PR し、外に

総員 44 名、出席 39 名、欠席 4 名、出席率 90.70％

向かって情報発信をしていかなければならない。

1 月 18 日修正出席率 100％

とにかくこれからの銚子の生き方を町全体、行政、
市民、経済界みんなで考えないと、人口の激減に

欠席者
藤崎君、石川君、越川君、大里(忠)

歯止めがかからないと思います。

・2 月 2 日

近隣市町村の旭市、匝瑳市、香取市においても

ニコニコＢＯＸ

やはり人口は減少しています。しかしそういう状

￥３０，０００－

米山ＢＯＸ

況下、唯一人口が増えているのが神栖市です。現

￥３，６７５－

・累計

在は日本一の富裕団体と言われております。不動
産、医療、子育ての面などで相当差がありますの
で、多くの市民が川向こうに流れている現状があ
ります。

ニコニコＢＯＸ

￥４４６，２４０－

スモールコイン

￥２９，８４１－

米山ＢＯＸ

￥５２，４６３－

次週のプログラム(２月１６日)

これまで人口の減少、それに伴う影響などを紹
介してきましたが、新年度を迎えるにあたり対策

「税について」

を色々工夫もしております。１つだけご紹介しま

銚子税務署

署長

黒澤

伸様

すと、銚子市観光コンベンション誘致促進事業補

～

～

～

～

～

黄

鶴

助金というもので、市外からのお客さんが来たら

（

中

華

）

少し市が補助金を出しましょうという制度です。
一人の宿泊につき千円程度の助成を行い、業界や
学会、色んなスポーツ大会のイベント誘致を企画
してもらい、多くの方々が利用していただければ
と思います。
最後に、これからも様々な工夫をし、何とか銚
子の町でしぶとく皆で食っていけるような町とし
て、そして高齢者になったときは素晴らしいしっ
とりした町だと思われるような高齢者向けの色々
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