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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 信 太 秀 紀 

副会長 宮 内 龍 雄 

幹 事 田 中 英 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

 2014～2015年度 ＲＩテーマ 

    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 

 2014〜2015 ＲＩ会長 ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 宮内 清次 

副委員長 石毛 充 委員 越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「人為災害について」 

To error is Human 

     

白濱 龍興会員 

 

 

 

前回例会報告（３月１１日） 

点      鐘：信太 秀紀会長 

ロータリーソング：「我等の生業」 

ビジター紹介： 

銚子市地域雇用創造協議会 

サブマネージャー 佐野 明子様（卓話者） 

 

 

 

みなさん、こんにちは！岩手県宮古市田老町

の津波対策のために作った防潮堤は、高さ１０

メートル、幅 25 メートル長さ 2.5 キロにわた

って、街を取り囲んで防御している、壮大なも

のでした。しかし、東日本大震災の津波はいと

も簡単にこれを破壊し、この田老町は壊滅状態

になってしまいました。残念ながら、この防潮

堤は人の命を救うことにはつながらなかった

のです。多くの人が亡くなった原因として、「立

派な防潮堤が守ってくれる、という安心感から

多くの人が逃げ遅れた。」こと、皮肉にも「本

来なら見えるはずの大幅な引き潮がこの堤の

ために全く見えなかった。」ことだと言われて

います。ところが同じ宮古市の漁港、姉吉地区

では誰も死ななかったのです！標高６０メー

トル、漁港まで９００メートルの場所にある、

高さがたったの１５０センチメートル幅５０

センチの石碑がこの街の人の全員の命を助け

たというのです！その石碑には次のように書

いてあります。 

「高き住居は児孫の和楽(子や孫といつまでも

平和に暮らしたいなら高い所へ家を立てなさ

い) 想へ惨禍の大津浪 此処より下に家を建

会 長 挨 拶 
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てるな 明治二十九年にも、昭和八年にも津浪

は此処まで来て部落は全滅し、生存者、僅かに

前に二人 後に四人のみ 幾歳（いくとし）経

るとも要心あれ」 

毎日漁港まで通うのは大変なことで、平穏な

日々が続くと若い人たちは近くに家や作業場

を作りたくなったそうです。ところがこの教え

を神の言葉のように守る住民は、全員で反対し

たのです。 

 先人の教えを守ることは、防災上でも経営に

おいても重要なことであります。 

 
 
 

【週報拝受】成田空港南ＲＣ 

1. 地区補助金についてのお願い（重要） 

2. 地区大会記念野球大会のご案内 

3. 八千代ロータリークラブ例会場並びに事

務所変更のお知らせ 

4. 『行動規範』変更のお知らせ 

…ガバナー事務所 

5. 地区チーム研修セミナーの御礼 

6. 次年度公式訪問日程 のご確認について 

…ガバナーエレクト事務所 

7. 広報誌うみなり第 49 号拝受 

…銚子地区保護司会 

 

 

 

結婚記念日： 

田中 英子会員(3月 6日） 

猿田 正城会員(3月 10日） 

 

特別な、記念になる 

ショット有難うござい

ます。 

 

 

 

 

 

 

☆金島 弘会員 

３月１日第４０回神奈川

県錦鯉品評会で直前に買

って出品した大正三色６

５ｃｍが全体総合優勝し

ました。 

３月１４日１３時～１４

時の間で日本テレビで放映されるみたいです。 

☆櫻井 公恵会員 

  

昨日、娘が高校を卒

業しました。４月か

ら東京の大学に通い

ます。彼女の壮大な

夢は「お薬を創るヒ

トになる」。私もあと

６年しゃかりきに働きます…。 

 

 

 

 

ちょうしがよくなるまちちょうしを目指

して 

 

銚子市地域雇用創造協議会 

サブマネージャー 佐野 明子様 

 
 私は横浜出身、九十九里町在住の私は昨年ま

で３年間ほど「銚子市観光プロデューサー」と

して、ジオパークをはじめ様々な銚子観光の企

画、PR 等に携わってまいりました。７年ほど

前初めて銚子を訪れた時は「もう二度と来ない

だろう・・・。」と思うほど銚子に対して魅力

を感じませんでしたが、たまたまご縁があり仕

事で銚子に通うようになり、銚子の海、空、景

色、美味しい食事・・・環境の素晴らしさに加

え、銚子の人々との交流もあって銚子が大好き

になり、震災後本格的に銚子で働かせていただ

くようになりました。そして私の所属します銚

子市地域雇用創造協議会が昨年 12 月に事業を

スタートしました。この協議会は厚生労働省か

ら受託した「実践型地域雇用創造事業」を行う

銚子市を始め各関係団体で構成されているも

ので、現在はその中の事業推進員として活動し

ています。今日はこの協議会の事業についてお

話させていただきたいと思います。 

幹 事 報 告 

会 員 の 記 念 日 

 

ニコニコ BOX 

卓  話 
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 まず突然ですが、私たちはこの「チャンス」

を生かして実現したいことがあります。この

「チャンス」は何かと言いますと、2 年半の期

間に約 2 億円という予算が国から与えられる

ことになった、ということです。実践型地地域

雇用創造事業はそもそも雇用環境が全国平均

以下の市区町村に対して、コンテスト形式で優

れたプランとして選ばれた地域に予算が与え

られます。そして銚子市の提出したプランはと

言いますと、「ちょうしがよくなるまちちょう

し」のブランディングにより観光客の増加とこ

れに伴う産業の活性化、雇用の創造を図ってい

こうというものです。銚子に住む人、銚子で学

ぶ人はもちろん、銚子に訪れる人の心と身体の

状態が調子良くなる、銚子に訪れるだけで調子

が良くなる奇跡のまちだから、全国そして全世

界から多くの人々が銚子にやって来る、そんな

状態を目指しています。例えば、銚子を訪れた

瞬間初めてあったタクシーの運転手さんが笑

顔で迎えてくれ、入った食事処では笑顔の店員

さんと体に良さそうなお食事、食べたら美味し

くこの内容でこの値段？安い！と思い、目的地

へ向かう途中道で会う子供たちが挨拶をして

くれ、景色はきれいでゴミも落ちていない、神

社へ訪れると清々として凛とした空気が流れ、

到着したホテルでは笑顔の従業員によるお出

迎えとあったかい温泉、帰るときに入ったお土

産屋さんでは調子が良くなる商品が販売され

ており、店員さんが笑顔で説明してくれて「ま

た来てくださいね～。」と手を振る。そんな笑

顔が溢れ、帰るときにすでに「また来たいな。」

と思わせるまち。しかしこれはそう簡単にでき

ることではないでしょう。これは私たち協議会

のメンバーがたった 2 年半でなせる技ではあ

りません。銚子のこどもたち、そして銚子の大

人たち、ここにいる皆さんとこのような「ちょ

うしがよくなるまちちょうし」のムーブメント

が作れていけたら最高です。そしてそういった

ムーブメントを起こしていくために、私たちが

まず行っていることというと、1 月から開催し

ています数々のセミナーと、ちょうしがよくな

る商品や旅行商品づくりです。 

ここで皆様にお願いがあります。「銚子はて

んでんしのぎでしょうがない。連携しないとダ

メだ・・・。」という声をよく聞きますが、今

いきなり私たちとこれをやりましょう、あれを

やりましょう、とは言いません。私たちの提案

する何かを今一緒にやってください、とは言い

ません。ただ少しでも私たちの活動に興味を持

ってください。私たちの HP、Facebook、市の

広報や新聞などで私たちの活動を少しでも知

っていただきたいのです。その中で、「あれ？

これ面白そうだな。」とか「あ、これだったら

一緒に何かできるかもしれない。」と思うこと

が出てくるかもしれません。その時に初めて一

緒に何かを作り上げていけたら最高です。さら

に「うちもこんな商品を考えているんだけど、

なかなか前に進まない。」など

ありましたらどんどんご相談

ください。「ちょうしがよくな

るまちちょうし」を目指して、

ぜひこのプロジェクトを活用

していただきたいと思います。

ご清聴有難うございました。 

 

 

 

個人表彰：長寿ロータリアン 

加瀬 貞治会員 
表彰いただき有

難うございます。 

クラブで一番の

年長者になって

しまいました。こ

れからもどうぞ

よろしくお願い

します。 

 

クラブ表彰： 

米山記念奨学会功労クラブ 

銚子ロータリークラブ 

（第 19回） 

 
皆さんのご協力により

１９回目の受賞となり

ました。 

これからもご支援宜し

くお願い致します。 

（田中英子幹事） 

 

 

地区大会 表彰 
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新年度からの千葉科学大学 

 

内田修心会員（地域・環境保全委員長） 

  

千葉科学大学

が銚子の地にお

世話になって１

１年目になり、

私も５年目が過

ぎようとしてお

ります。看護学

部は、１０年目

につくりました

ので、まだ 1 年

も経たない人間

で言えばよちよ

ち歩きの学部でございます。しかし、成長させ、

りっぱな人間（学部に）育て上げるのが我 （々職

員）の務めでございます。その為に完成年次に

は大学院（修士課程、博士課程）を考えており、

５０年後には卒業生が看護師または大学の先

生として活躍されていることと期待している

ところです。薬学部、危機管理学部、看護学部

と同じです。 

 最近になって一番嬉しかったことは銚子市

の１月１８日の消防出初式でした。銚子市消防

長表彰がありまして、消防本部消防士長、桐畑

博樹君ならびに斎藤正朗君が表彰されました。

二人とも千葉科学大学卒業生でございます。赤

木学長が言っている「地育地就」ということが

できている。この地で教育されたに人間がこの

地で就職し、表彰されている。これこそが千葉

科学大学が銚子の地に来た本当のねらいです。

大学は次の世代の人を育てるところです。 

 本学は銚子市に約８０億もらっていますが、

大学が来て国からの交付金は毎年２億です。５

０年で１００億です。それに経済効果を考える

と・・言わなくてもわかるでしょう。 

 来年度は津波が来た際に、約２０００名の学

生が逃げる非難道路を銚子市が確保してくれ

ます。銚子市に期待しております。 

 
（千葉科学大学  事務局長） 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 出席計算４２名 

 出 席：３３名 欠席９名 出席率 78.57% 

 欠 席：伊東君・鴨志田君・越川君・宮内榮君 

 宮﨑君・岡根君・島田君・高瀬君 

富永君 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

お 知 ら せ 

会員投稿欄への投稿を募集中：ジャンルは問

いません、400～600 字で下記宛に。また委

員会報告等は金曜日までにお願い致します。  

 

銚子ロータリークラブ事務局 

Fax ０４７９－２５－８７８９ 

Male： <rotary@choshinet.or.jp> 

広報・会報委員会委員長  宮内清次 

Male： <seiji.m@mocha.ocn.ne.jp> 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 9,000  計 ￥ 411,000 

スモールコイン ￥ 2,978 計 ￥  52,258 

米山 BOX ￥ － 計 ￥  45,533  

希望の風 ￥ － 計 ￥ 318,371 

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 

次週のプログラム（３月２５日）  

創立記念例会            

1975 年交換学生  

ジェニファ・ギルバート嬢(豪州)を受入れ                   

「カンガルーの国から来た少女」 

 堺 敬生様    

 

お弁当：喜多川（ちらし） 

会 員 投 稿 欄 


