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念でありました。本日は銚子市長をお招きしての
例会です。越川信一さんにおかれましては昨年、新
市長になられ銚子市の山積されている困難な市政
に対して日夜努力され大変ご苦労様です。今日は
多忙のところ例会出席を兼てお越しいただき有難
うございます。
1月12日、米山奨学生及びカウンセラー報告会

と新年懇談会を千葉スカイウィンドウズ東天紅に
て行われました。宮内龍雄カウンセラーと金ユリ
さんが出席されましたお疲れ様でした。さて今月
はロータリー理解推進月間です。会員にロータリ
ーについて知識と理解を深めていただき、ロータ
リアン以外の人々にもロータリーのことを知って
いただく月間です。ロータリーの難しい理論を抜
きにして私なりに理解していることを話したいと
思います。発祥の動機は1905年シカゴで、①弁護
士ポールハリスの呼びかけによりごく普通の市民
でありました、②洋服屋ハイラム・ショーレー、③
石炭商シルベスター・シール、④鉱山技師ガスタ
ーバス・ローアの4名でロータリーを作りました。
当時の時代背景としてアメリカのシカゴは移民の
多い新興地域でありました。そのような中で必需
品である洋服屋さん、石炭屋さん冬シカゴは寒い

皆さんこんにちは。今年の正月は天候に恵まれ
大変穏やかな日々でありました。私は職業柄、5
日から初詣のお客様の添乗をしていまして、今年
も銚子で行われた行事を見ることが出来なくて残
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ところでストーブが欠かせません、鉱山を探す山
師これを鉱山技師というのであります。このよう
に、新興の街シカゴには、あらゆる職業の人々が
集まってきました。人が集まれば揉め事も起こり
ます。
この新興の街で弁護士を開業していたポールハ
リスは事務所を始めてもすぐにはお客が来るわけ
でもなし、そこで仲間を誘って会合でも持ってそ
こでお互いに助け合いの精神で仕事のやりくりを
して、親睦も図りましょうということで始まった
と思います。日本でのロータリー発祥は日本を代
表する大企業三井財閥の米山梅吉さんです。当時
の会員はビジネスの面で功なり名を遂げた大企業
の社長など超有名人が会員であったと思います。
このようにロータリー発祥がアメリカと日本では
大分異なるような気がします。ロータリーは各職
業の専門家が集まっています。その所在する町（我
町・銚子）が衰退しそうになっているとき、ロータ
リーは地域社会にどのくらい役立っているか、考
えるのも良いと思います続編は次回に話したいと
思います。今日は越川信一市長の卓話を楽しみに
しましょう。

フィリピン・サウスダバオ
RCより、感謝の盾を拝受
いたしました。

感謝の盾
皆様の心暖まる支援のお陰で、Engage Rotary 
Change Liveをテーマに掲げたRIの理想を実行に移
すことが出来ましたことに、心より感謝申し上げます。

2013年11月20日
サウスダバオロータリークラブ
会長　Don Elecci B. Torno
幹事　Gerardo V. Munda

★☆★☆誕生日おめでとうございます★☆★☆

灰　谷　充　史　会員
　　　　　（1月8日）

内　田　修　心　会員
　　　　（1月11日）

★☆★☆入会記念日おめでとうございます★☆★☆

島　田　洋二郎　会員（1月10日）
佐　藤　直　子　会員（1月11日）
金　子　芳　則　会員（1月12日）

1. フィリピン台風災害義
援金に関するお伺い
2. シドニー国際大会に
伴う「千葉ナイト」の
ご案内
3. 第37回RYLA（ロータリー青少年指導者養成
プログラム）セミナー開催のご案内および青少
年のご推薦について
4.日本人親善朝食会についてのお願い
5.第4回RYLA実行委員会開催のご案内
6.広報公共セミナーに関して

以上、ガバナー事務所
7.「国際ロータリー及びロータリー財団年次報告」
　　 .........................RI本部事務総長ジョンヒューコ氏
8.ハイライトよねやま166
　　 .....................................................................米山記念奨学会

幹事報告幹事報告

会員の記念日会員の記念日
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【例会変更】
旭RC
　……1月31日㈮夜間移動例会黄鶴　点鐘6時半

青少年奉仕委員会
　宮　内　龍　雄　委員長

第37回RYLAセミナー
日時：平成26年2月22日㈯‒23日㈰1泊2日
場所：幕張セミナーハウス
青少年（16歳‒30歳）男子1名女子1名
参加者の推薦をお願い致します。

　　　「銚子市政について」
　銚子市長　越　川　信　一　様

　この年末年始、いくつか明るい話題がありました。
1つ目は、銚子漁港の水揚げ量が3年連続で日本
一に輝いたことです。金額は270億円で、全国5
位でした。
　2つ目ですが、開学から10年目を迎える千葉科
学大学の看護学部の設置許可も降りました。この
地域の看護、地域医療をリードしていただけるよ
うな人材が輩出されることを願っております。
　農業も元気です。キャベツの出荷も好調です。ダ
ンボール1ケース（8コ入り）1600円から1700円
という高い相場で推移しています。
　4つ目は、12月15日に行われた全国中学校駅伝
で、銚子六中女子が3位入賞を果たしことです。昨

年の全国7位から、大きく順位を上げての銅メダ
ルです。
　六中は、全校生徒119名という、銚子二中とな
らんで、銚子で一番小さな中学校です。夢と目標
をしっかりもって、地道に努力をしていけば、夢
はかなうんだということを証明してくれました。
市民に大きな勇気と希望を与えてくれた出来事で
した。私たちも六中女子駅伝チームの快挙に学び、
目標を持って努力をしていきたいと思っています。
　うれしい出来事があった反面、厳しい出来事も
ありました。1月11日には、銚子電鉄の脱線事故
がありました。乗っていた9人の乗客は全員無事
でした。
　銚子電鉄については、震災後の観光不振の中で、
厳しい経営が続いています。車両整備や軌道整備
などの設備投資について、国はこれまでも3分の
1の補助を行ってきましたが、これに合わせて、銚
子市にも6分の1の協調補助が求められています。
　厳しい財政状況の中ではありますが、もし、銚
子電鉄がなくなれば、銚子の観光も大きな打撃を
受けることになります。県にも協調補助をお願い
しながら、市としても協調補助を決断していきた
いと思っています。
　銚子市の目下の最大の課題は財政問題です。危
機的な銚子市の財政状況を直視し、しっかりと向
き合いながら、負の財産はきちんと整理しなけれ
ばなりません。子どもたちにツケを残さないため
にも、子どもたちに住んでもらえるマチにするた
めにも、今、しっかりと改革し、新しい銚子に生
まれ変わらなければ、銚子の真の再生はできない
と思っています。

卓　話卓　話

委員会報告委員会報告
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　このような危機的財政状況を踏まえて、10月に
は、行財政改革審議会を発足させました。年末の
12月21日から23日の3日間、銚子市でははじめ
ての「事業仕分け」を実施しました。対象となった
106の事業のうち、21事業が「不要・凍結」と判定
されたところです。
　行革審の答申では、市立病院の運営についても、
非常に厳しい指摘が出されました。答申では、「市
立病院に対する補助を、今の水準のまま出し続け
ることは到底不可能である」と述べられています。
今後は、市がしっかりと管理監督するものに変え
ていかなければならないと思っています。
　銚子市立病院の現状を知っていただき、今後の
病院のあり方を市民の皆様に一緒に考えていただ
くために、市内8カ所で地区懇談会を開催してい
きます。2月からは専門家による「銚子市立病院の
方向性を検討する委員会」を設置し、検討を進め
ていきます。
　これまでの銚子市立病院の運営のどこに問題が
あったのか。それをしっかりと分析しながら、専
門家や地域医療の代表者などに、地域の医療ニー
ズを踏まえた市立病院の方向性を検討していただ
きます。市としては、検討委員会の答申をもとに、
しっかりと病院改革を進めてまいります。
　12日に行われた成人式でも私は、銚子の価値に
ついて申し上げました。銚子は、人が幸せに暮ら
すために必要なものは、みんなあるマチだと私は
思っています。豊かな自然、食の恵み、安心・安
全、人と人がつながること、助け合うこと、支え
合うこと。都会のように便利ではないし、物も遊
ぶ場所も豊富ではありません。でも、本当に大切
なものは、みんな銚子にあります。
　これからふ
るさと銚子で
活躍される皆
さんは、ふるさ
との宝物を受
け継ぎ、さらに
磨いて下さい。

銚子を離れて活躍される皆さんは、もし疲れた時、
悩んだ時には、銚子に戻って、大切なものを思い
出して欲しいと思います。
　それが私のあいさつです。人が幸せに暮らすた
めに必要なものは、みんなあるマチ。銚子の宝物
をロータリアンの皆さんとともに磨いていきたい
と思います。

【出席報告】

例会運営委員会
　松　本　恭　一　委員長

会員総数　43名　出席計算　39名
　出　席：28名　欠席11名　出席率71 .79%
　欠　席：青野君・有村君・堀米君・神宮寺君　
　　　　　栢尾君・大岩君・大里君・櫻井（公）君
　　　　　猿田君・杉山君・高瀬君

【M U】
1/12　米山奨学生およびカウンセラー報告会
　　 　宮内（龍）君
1/14　銚子東RC
　　 　佐藤君

【ニコニコ】
ニコニコBOX ￥9,000 計 ￥400,001
スモールコイン ― 計 ￥ 38,601
米 山 B O X ￥2,531 計 ￥ 36,913
希 望 の 風 ― 計 ￥189,500

次回のプログラム（1月29日）
銚子RC・銚子東RC合同例会
会　場：太陽の里
点　鐘：18:30
懇親会：20:00
卓　話　「随所に主となる」
国際ロータリー第2800地区パストガバナー
藤川　享胤様（鶴岡RC）
送迎バス　市役所17:45出発
　　　　　体育館18:05出発となります


