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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 宮 内 龍 雄 

副会長 島 田 洋二郎 

幹 事 佐 藤 直 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   

2015～2016年度 ＲＩテーマ 

世界へのプレゼントになろう  

Be a gift to the world 

2015〜2016 ＲＩ会長 K．R．ラビンドラン 

 

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 櫻木英一郎 (千葉ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 上総 泰茂 

副委員長 高瀬 幸雄 委員阿天坊俊明・小田島國博 

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「銚子東ロータリークラブについて」 

 銚子東ロータリークラブ  

会長 藤﨑 一成様 

 

 

前回例会報告（９月２日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

国歌斉唱：君が代 

ロータリーソング：奉仕の理想 

ビジター紹介：なし 

 

 

 

 皆さん今日

は。最近、毎

日世界中の株

価が乱高下し

ています。特

に中国では株

価が半年で 2

倍近くになり、

この二週間でその株価が 40％も下落していま

す。まさに異常な感じがします。そもそも、株

価とは企業の資産、売り上げに対する収益率や

将来性によって決まって来ます。実際、私たち

企業家にして見ると、そんなに簡単に利益が倍

になったり、収益が劇的に良くなることなどは

あり得ません。企業活動は元々地道なものだと

おもいます。まさに今の中国はバブルだと思い

ます。面白いデータがあります。太閤検地での

当時の全国石高は千八百五十万石、秀吉の没す

る時点での豊臣家の直轄領は二百四十万石、一

方、徳川家康の領地は二百五十四万石でこれを

発行株式にしますと副社長家康は、株式会社ト

ヨトミの 13％の株式を保有し、CEO である秀

吉社長より多い、筆頭株主になります。ちなみ

に、専務の前田利家は八十万石で 4%、毛利と上

杉は株式会社トヨトミと合併した大企業のオー

ナーで、それぞれ 5%を持ち、養子の宇喜多秀家

は 2%の株式（領地）を保有していました。これ

が会社の役員会を構成していました。方や、石

田三成は近江佐山十九万石で企画部長級の役職

で、会社内での発言権は小さい物でしたが、切

れ者で、何によりも秀吉社長の子飼いのお気に

入りの実力者でした。やがてオーナー社長の秀

吉が世を去ると、皆様ご存知の会社の経営権を

めぐり、天下分け目の関ヶ原の戦いが始まりま

す。西と東に分かれた、二十万石にも満たない

企画部長級に三成が、二百五十四万石の筆頭株

主の実力副社長の家康に、どの様に挑んだかは

衆智の処であります。天下（経営権）を取った

家康は、会社の体制を盤石にする為、自分の持

ち株を四百万石とし、その他、御三家をはじめ、

身内の親藩に四百万石を振り分け、絶対安定多

数を確保します。 

この様に考えますと、会社にとって株が如何に

重要で有るかが解ります。 

株式市場の株価ではなく、皆様、会社の実力や、

経営陣、社会貢献度など良く見て投資する企業

を選択してください。以上で会長挨拶を終わり

ます。 

会 長 挨 拶 
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第３回理事会 

議題１ 9月 10月 11月プログラムの件…承認 

議題２ 両ｸﾗﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ大会決算案の件  …承認 

議題３ 観月会予算案の件       

…承認 9月 30日(水)太陽の里 点鐘 6時 

議題４ クラブ協議会の件   

…承認 9月 16日(水)例会終了後開催する 

議題５ ＲＹＬＡの件         …承認 

議題６ ﾀﾞﾊﾞｵ盲学校ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄの件   

…承認 11月に開催予定 

議題 7 佐竹家お礼の件  …承認ハートフルへ 

議題８ 事務局フレッツ光へ移行の件 

…継続審議 

議題９ ｸｰｽﾞﾍﾞｲﾉｰｽﾍﾞﾝﾄﾞＲＣとの交換留学の件      

…承認 地区に依頼する 

議題 10新会員研修セミナーの件      …承認 

 
 
 

【週報拝受】 

鹿島臨海ＲＣ 

八日市場ＲＣ 

舘山ＲＣ 

波崎ＲＣ、銚子東ＲＣ 

1. OFFICIAL DIRECTORY 2015-16 年度会員名簿

拝受           …RI本部 

2. ガバナー月信送付部数について 

3. ソウル国際大会ご参加のお願い 

4. 新会員研修セミナー開催のご案内 

5. 財団室 NEWS 9月号 

6. 地区大会記念ｺﾞﾙﾌ登録状況のご確認のお願い 

7. RID2790地区二輪走友会ﾂｰﾘﾝｸﾞのご案内 

…以上、ガバナー事務所 

8. 公共イメージ向上のための広報誌 ROTARY 

注文書 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

9. 交通安全功労者表彰について 

平成 27年秋の全国交通安全運動実施について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

10. 第 36回銚子市民バザール大会全体会議の開

催について 

…銚子市社会福祉協議会 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

9 月 22日(火)定款第 6条第 1節により休会(祝日） 

  29日(火)夜間例会観月会犬吠埼ホテル  

旭ＲＣ   

9 月 25日(金)夜間例会黄鶴点鐘 6時半 

 

 

◆入会記念日 

大岩將道会員(8月 28日) 

 

◆創業記念日 

宮内清次会員(9月 1日) 

田中英子会員(9月 1日) 

 

 

 

✧宮内 龍雄会長  

苦節 4 年。両クラブボーリン

グ大会で優勝を奪還しまし

た。内田事務長のおかげで我

がクラブの面目をほどこし

ました。有難うございました。 

 

✧青野 秀樹会員 

東クラブとの合同ボーリン

グ大会、当日調子が良く、又

同じレーンのメンバーに恵

まれ３位入賞！驚きました。 

 

 

✧高橋 宏資会員 

禁煙はじめて６８日目まだ

まだがんばります！！ 

 

 

 

 

✧櫻井 公恵会員 

スポーツ大会へのご参加

を有難うございました。 

とても久しぶりの勝利と

のこと。銚子ロータリーバ

ンザイ！！ 

 

 

 

「ロータリーの友」の記事の中から 

 信太 秀紀クラブ情報委員長 

                      

「ダーウｲン進化論の功罪」 
「生存や繁殖に有利な特徴を持った個体は世代

を経るごとに増加、不利な者は淘汰され減ってい

く。但し、どのような特徴が繁殖や生存に有利な

のかは環境によって異なる。かくして生物は世代

幹 事 報 告 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

会員の記念日 

 

理事会報告 
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を経るごとに環

境に適した特徴

を持つ。」これが

進化論のエッセ

ンスですが、これ

は世界中で熱烈

支持されました。

フランシスゴﾞル

ドンはこれを人間に応用して、１８８３年「人間

の知性と発達」の中で「人間は、より環境に適し

た人種や血統に、優先してより多くの機会を与え

るべきだ。」とする「優生学」を発表しました。

「血筋で立派な人を保持しておかないと、それは

すぐに劣化してしまう。」という考え方はイギリ

スの貴族階級に圧倒的に支持され、優生学をあら

ゆる科学の根拠とするまでになってしまいまし

た。これがさらにドイツに飛び火し、突然、現れ

たのが、あの「ナチス党」であります。ヒトラー

の指揮する劣等人種繊滅作戦は悲惨な大量虐殺

を生み出しました。はたして、「血統」はあるの

でしょうか？優秀なアスリートの男女からは、さ

らに優秀なスポーツ選手が誕生しそうですが、じ

つはこれは否定されています。ゴルドンの研究結

果によると、１０００組の親子の身長の測定結果

を調べてみると、親の身長の平均値と子の身長の

関連性は全く無いことがわかりました。親の身長

が高かろうが低かろうが、データは常に平均の値

に集中したというのです。つまり、種は平均値に

戻るのです。 平均値への回帰といいますか、神

様は平均がお好きで、スペシャルがあまり好きで

はないということになります。   

「富山モデル」 
人口減少、少子高齢化、税収激減といわれて久

しいですが、どの市町村で

も有効な対策はなく、ただ

手をこまねいて見ているだ

けというのが現状です。と

ころが、すでにこれらの現

象を克服し、未来を生きて

いる都市があります。それ

は「富山市」です。市長の

森雅志氏（６３歳）は「日本の未来は地方にしか

ない。」と断定しています。先般、都道府県幸せ度

ランキングが発表されましたが、なんと１位福井

県、２位富山県 ３位石川県と、北陸三県が独占

するという驚くべき結果が出ました。この審査基

準は非常に厳しいもので、生活保護者受給者数、

勤労者世帯実収入額（家族総収入）、小学校学力テ

スト体力テスト結果、公立高校からの東大京大合

格者数、離婚率の低さ、大学生の就職率、保育園

の収容度、図書館の設備、病院数、共稼ぎ率、持

ち家率、同居率、障害者雇用比率、人口 10万人あ

たりの社長輩出力、などです。北陸三県は今や世

界中から注目されています。また、世界基準エネ

ルギー効率改善コンパクトシティー世界先進五大

都市（小さくまとまって上手にエネルギーを使っ

ている街）は、現在、パリ、メルボルン、バンク

ーバー、ポートランド、そして「富山」です。さ

らに富山市は、マレーシアより「全く同じ街を作

ってほしい。」という依頼を受け、現在、建設中な

のです。これまでの街造りは人口密度の高いとこ

ろから逃げるように、外へ外へと流れてきました。

しかし利便性のよい都市部から離れれば離れるほ

ど、高齢者にとっては住みづらい環境になってし

まいます。なるべく一つのところに集まる、コン

パクトシティーが最も効率的です。そしてその都

心部を、「楽しい、美味しい、おしゃれ」というイ

メージにして、人を呼び込むことが肝要で、その

ことによって都市の地価を落とさないことが最も

重要です。現在、富山市の税収は７０３億円です。

全体の６％の広さしかない都市部が、８０％の税

収を稼ぎだしています。都市の真ん中にいかに人

を集めるか。それこそ、まさに「市町村生き残り」

の要諦です。それでは富山市はどのような街なの

でしょうか？まず 65歳以上の人達が、歩いていけ

るように、住居から５００m 以内に病院とスーパ

ーを造り、真ん中を都市部とした円状の居住区を

作ります。この街では、６５歳以上の人は、市電

バスを利用する場合、都市部まで乗れば運賃はた

ったの１００円です。都市の手前で降りてしまう

と２０００円以上の普通の乗車賃を支払わなけれ

ばなりません。このことにより高齢者はやたらと

都心部へ出てくるようになり、そこで飲食します。

このことで、驚いたことに、富山市では年間老人

医療費が目に見えて下がりだしました。とにかく

高齢者が歩き回るようになり、足腰が丈夫になり、

病院に行かなくなりました。統計によりますと、

高齢者が 1歩くと、医療費が約 0、061円減ります。

今までの平均歩数が５７１０歩から７０１９歩

（1309歩増/日)に伸びたことにより、一人当たり

約 80 円の節約になり、このことは 2591 人の高齢

者対象にして、なんと「年間 7560万円の医療費削

減」につながりました！さらに「孫と一緒にくれ

ば動物園は無料。」とします。証明不要で、子供と

手をつないでくれば孫と認めるそうです。そして、

花束を持っている人には誰でも運賃無料とします。

その理由は「街が華やかに見えるから」だそうで

すが、このことで東京の大手花屋のチェーン店が

各駅毎に出店しました。なんと、雇用が増加し、

税収が増えだしました。さらに、外国人観光客に

も交通費は全て無料としました。山で 2 泊してい

た観光客が都心で１泊するようになり、都市部で

外人観光客の消費する金額は莫大な売り上げにな
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りました。

電車がメ

インのコ

ンパクト

シティー

では、住

民は車か

ら開放さ

れ、どこでもきがねなく飲酒できるため酒税が大

幅にアップしたのだそうです。「65 歳以上の住民

を拾い、居住区に移す。」という、重点的な税金の

投入により、拡散による税の無駄を防ぎました。

2013年には住民の３２、２％にあたる 17、736人

が、住みやすさを求めて、居住ゾーンに引っ越し

ました。日本で高齢者の人口割合が５０％になる

とされる、２０２５年までには４２％がこの居住

区に入れるようになるそうです。そしてここの居

住区のエリアを緑化運動の中心地域にし、ますま

す、きれいな道を磨き、線路沿いには色とりどり

美しい花が咲き乱れ、富山市の街の光景はあたか

も北欧の観光地そのものです。今や、富山市に、

「人口減少、少子高齢化、税収激減問題」は存在

しません。「政治を行う。」とは、まさにこういう

ことではないでしょうか。 

 
 

 

信太 秀紀クラブ情報委員長 

早わかり「ロータリーの友」 9月号 

今月号の興味深い記事は

「ちょっと変わった例会の

食事②」（P14）です瑞浪 RC

の「黄金のあんかけカツ丼」

に「桧のマイ箸」の取り合

わせは見事です。また浦和

RC の鰻重にあんのかかった食事も豪華です。鹿児

島西 RCの人気メニュー「山形屋の特製焼きそば」

もド迫力ですが、原町中央ＲＣの不器用なオヤジ

の作った料理は写真を見る限り、残念ながら実に

まずそうです。Ｐ６４には高崎ＲＣが９ヶ月で会

員を３７名増強し、１０１名の大規模クラブへの

変身に成功という記事が載っています。会長自身

１９名を獲得し、その中にはプロ野球のヤクルト

や巨人で活躍したアレックス・ラミレス選手がい

るそうです。皆様是非ご一読ください。 

 
宮内 秀章青少年奉仕委員長 

Ｒ.Y.L.Aについて下記の通

りお知らせします。 

日時：  

平成 27年 11月 14（土） 

～15日（日） 

場所：船橋市立一宮少年自然の家 

対象者：１６才～３０才 男女２名 

銚子ロータリークラブ会員企業社員 

締切：平成２７年９月３０日 

 

丸山 泰典会員（地区ローターアクト委員） 

アクトの地区委員として先日

２２日に鴨川合同合宿に参加

して参りました。アクト必携

をもとに勉強が開催されまし

た。その中で国際奉仕は何を

していいか分からないとの声

がありましたので、千葉科学大学において留学生

交流会があり、本年度よりアクト主導でお願いし

たいとの宮内会長の意向を伝えましたところ、他

地区アクト会員より、協力しますとの積極的な意

見をもらえました。 

 

金島 弘会員増強委員長 

純増５名を目標に向かって、

原則第３水曜日例会終了後に

特別会員増強委員会を開催し

ていますので会員増強紹介カ

ードに記入して頂きたいと思

います。ベテラン会員様には銚子ロータリークラ

ブ５０周年記念誌に今迄の会員氏名を参考にして

紹介して頂ければと思いますので宜しくお願い致

します。 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 

出席計算４０名 出席３１名 欠席９名  

出席率 77.50% 

欠 席：伊東君・鴨志田君・栢尾君・越川君 

宮内榮君・宮﨑君・田中君・富永君・植田君 

【Ｍ Ｕ】なし 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥12,000 計 ￥ 192,000 

スモールコイン ￥ 2,900 計 ￥  16,108 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  12,970 

希望の風 ￥30,000 計 ￥  90,000 

次週のプログラム（９月１６日） 

  

「ALTになって」  

ALT Amber Hemanson様 

 

膳：（幕の内） 

委 員 会 報 告 

 


