
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８７６号（２０１５年１１月１８日発行） 

 

    

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 

 

「ロータリー財団月間に因んで」 

 

髙木浩一Ｒ財団委員長 

 

 

前回例会報告（１１月１１日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：我等の生業 

ビジター紹介： 

銚子市漁業協同組合    

副組合長 和田一夫様（卓話）

（角万水産㈲ 社長） 

 

 

 

 

 

銚子東 RC 大内 一恭様 

 

 

 

 

 

 

 

皆様 こんにちは。11 月 14,15 日第 2790 地区

第 39 回ライラセミナーが、船橋市一宮少年自然

の家で開催されます。我がクラブからも２名の

青少年の参加を予定しています。RYLA のいわ

れは、1959 年オーストラリア・クィーンズラン

ド州の自治権獲得百周年記念祝賀会にイングラ

ンドのエリザベス女王がアレクサンドリア王女

を名代として派遣されました。これを機会に王

女と同世代の青年たちを招き、王女と会う機会

を作ろうという計画がもちあがり、オーストラ

リア中から集まった青年リーダーたちのホスト

をブリスベーンロータリークラブがつとめまし

た。 

青少年の資質の良さに感心したロータリアン達

は、この催しを毎年行う事を決め、各クラブ 2

名ずつの青年を選んでブリスベーンに招待し、1

週間、文化・社会・教育プログラムに参加させ

ることにしました。 

こうして RYLA は第 26 地区（現在の第 960 地

区）で生まれ、そして 1971 年にはロータリー

の国際組織である R.I.にとり上げられ、RYLA

（Rotary Youth Leadership Awards）「ロータ

リー青少年指導者養成プログラム」として位置

付けられ、世界的なプログラムに発展し、1973

年にはアメリカで、1974 年にはフランスで、さ

会 長 挨 拶 
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らに 1976 年には日本でも始められました。こ

の項を書くにあたり、ネットで「ライラの手引」

を検索しました。２０ページに及ぶ手引きの最

初の項に、「青少年と接する際の行動規範」があ

り 以下の文言が有ります。 

「国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加

するすべての青少年のために安全な環境をつく

り、これを維持するよう努める。ロータリアン、

その配偶者、その他のボランティアは、接する

児童および青少年の安全を考え、肉体的、性的、

あるいは精神的な虐待から彼らの身の安全を守

るため、最善を尽くす責任がある。」青少年の育

成にあたり、まずロータリアン自身が健全であ

り、潔白でなくてはなりません。以上で会長挨

拶を終わります。 

 

 

第５回理事会 

議題１ 11月 12月 1月プログラムの件 …承認 

議題２ クリスマス家族会予算案の件   …承認 

議題３ 地区大会の件          …承認 

２月７日(日)点鐘 9時半ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆東京ﾍﾞｲ幕張  

議題４ RAC事業「書き損じ葉書でタイの子供達

に奨学金を贈る」の件     …承認 

議題５ ﾀﾞﾊﾞｵ盲学校ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄの件   …承認 

議題６千葉科学大学おうえん協議会の件  

…承認 

議題 7 倉庫内書類の件         …承認 

議題８四つのテスト唱和の件      …承認 

議題９RI認証状を例会場に飾る件    …承認  

 

 

 

 

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

１．2016年ロータリー規定

審議会の立法案集について 

…ガバナー事務所 

2. 2016 年国際ロータリー

年次大会参加旅行募集案内 

…東日観光㈱ 

 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

11月 12日(木)休会  

   19日(木)夜間移動例会あづま庵点鐘 18時 

 

 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます 

宮内  榮会員(11 月 7日) 

 

69 歳になりました。 

 

 

 

 

松本 恭一会員(11 月 9日) 

５８才になりました。還暦も間

近になってきましたが、これか

らもいい意味でふざけながら生

きていきたいと思います。本日

はありがとうございました。 

 

 

櫻井 公恵会員(11 月 9日) 

会長から本日頂いた「誕生日、

歴史上の出来事」～１１月９日

は１１９番の日。東海道線鶴見

の衝突事故、三池三河鉱の爆発、

ニューヨーク大停電、ベルリン

の壁崩壊。 

小さいころからしょっちゅう転ぶ子供だったこ

とにも、なんとなく納得、という日の悪さ。 

今年の目標は「転ばない！」どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

 
 

✧大ニコニコ 白濱 龍興会員 

 

ありがとうございました。

まだまだ現役医師で頑張り

たいと思います。貴ＲＣの

発展を祈念いたします。 

 

 
 

 

 

 

 

１１月のロータリーレート 120 円 

 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 幹 事 報 告 

 

理事会報告 
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「漁業について」 

銚子市漁業協同組合 副組合長 和田一夫様 

 

（要約） 

銚子漁港は特定

第３種漁港です。 

漁港は全国に３

０００近くあり

第１種から第４

種まであります。第１種は地元が使う漁港、第

３種は全国的に使う漁港、第４種は離島です。

銚子漁港は昭和２６年７月に第３種漁港に定め

られましたが、当時日本で初めて第３種漁港を

３つ定めたうちの一つで最初に指定を受けたの

が銚子です。続けて長崎港、浜田漁港がそのあ

とに指定を受けています。 

現在第３種の１ランク上ということで特定第３

種漁港として１３あります。（北海道、沖縄を除

く）。銚子、八戸、気仙沼、石巻、塩釜、三崎、

焼津、枕崎、長崎、博多、下関、浜田、堺です。 

銚子漁港は昭和３６年ころから現在の漁港工事

が始まりました。今の川口の運河が出来る前に

住んでいた２００数世帯の代替え地として埋め

立てた大橋町に移住し運河が出来ました。運河

が出来るまでは毎年のように川口の一の島で海

難事故がありました。運河ができてから事故ら

しい事故がなくなりました。運河はほんとに大

事なものです。 

今漁港を黒生のほうに伸ばしています。従来の

漁港と両方から入れる計画をたてています。水

深 7.5ｍの耐震型岸壁 130ｍを整備しています。 

沼田知事の時代に黒生の沖に 400ｍの沖堤がで

きるはずでしたが堂本知事になり計画が消えま

した。北側の風で川口から船が入れないときに

は黒生から入るような漁港にする計画がありま

す。 

来年から新しい１０年計画もあり銚子漁港の完

成ということはなく改築は続きます。 

銚子漁港は利根川と繋がっているため利根川か

らの体積した砂が生じ、これを掘るのにお金が

かかります。この砂を沖に捨てにいきます。 

沖捨てする量が年間決められています。水産庁

でなく環境省の管轄で年間８万立米、８万立米

以上掘れません。現在第３市場を掘り終わり第

２市場の運河を掘り、7.5ｍの岸壁を完全なもの

にするために掘る量を多くしています。掘るの

は毎年やっていかなければだめなわけです。波

崎も立派な港ですがやはり砂が堆積し掘らない

と浅くなり維持できません。ここが大きな漁港

の問題です。 

銚子漁協は平成８年に他の漁協に先駆けて 6 つ

の漁協が合併し今年２０年目になります。最初

３年間は試算表合併をしてそのあと正規な合併

をしました。それまでは外川、黒生、西、川口

漁協と分かれていました。 

現在は第１市場、第２市場、第３市場がありま

す。 

昔は第１市場のみでしたが運河が出来て昔は川

口ドックだったところが第２市場になり、外港

に第３市場ができました。第３市場の外港はか

つお、まぐろの冷凍船の基地にしようというこ

とで工事を始めました。 

しかし市場が出来た時には銚子の漁船でマグロ

船をやっている船がなくなっていました。そこ

で第一市場の規模がせまくなったこともあり第

３市場に漁協棟を作り昭和６２年に移転しまし

た。 

第２市場は巻き網船でサバ、イワシ、アジ主体

の市場です。第３市場はトロール船できんめ、

サンマ船を主にした市場です。 

銚子市場はすべてセリでなく入札です。本州の

市場はほとんど入札です。セリは北海道（花崎、

根室、釧路）に見られます。 

第１市場は老朽化していましたが震災の影響も

あり東市場に仮設の市場を建てまぐろに対応し

てきました。新しい市場を作るにあたり水産庁

の方針で高度衛生型市場をめざしました。朝５

時ころから水上げし８時から入札します。８時

から２階の見学者通路が開いています。案内１

人駐在しています。 

銚子市場は４年連続水揚げ数量日本一で単独市

場ならば連続日本一です。２位は焼津ですが焼

津は近くの小川市場との合計になっているため

４年前に焼津に日本一を奪われました。金額は

５位から６位です。巻き網が多く単価が低いた

めです。銚子の市場の水揚げは８割が外来船、

銚子地元は２割です。 

最近は台湾船が進出し去年台湾が２４万トンで

逆転されました。台湾船は１０００トンの船で

８７隻操業しています。他に韓国と中国もいま

すが中国の漁法は日本で禁止されています。東

シナ海は中国船でいっぱいです。漁獲数量が全

体的に低下しています。 

さんまは以前この時期は夕方出て朝戻ってくる

くらいの近海で漁が出来ましたが最近は遠くま

で出かけなければならず変わってきました。 

サンマ船は白熱灯からほとんど LED に変わっ

卓  話 
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てきました。白熱灯は専用の発電機が必要です

が LED は機関室内の発電機で賄え他の発電機

が必要なくなっています。経費削減になりまし

た。 

 

（質問の回答） 

さんまは穫れたところが産地で上がった港でも

産地表示してよいと JAS 法で決まっています。

一方、スーパーでは出荷場所を産地表示してい

ます。 

 

 

 
坂本 尚史会員 

マルチプル・ポールハリス・フェロー（4 回目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
信太秀紀クラブ情報委員長 

早わかり「ロータリーの友」 １1月号 

今月号は、ちょっとずつロータ

リーのことが学べる「パズル

de ロータリー」の正解から紹

介しましょう。答えは「マダム

ガリ」です。何の名称かといい

ますと、ポールハリスがよくか

よっていた、シカゴにあるボヘミア料理のレスト

ランの名前です。ここはロータリーの第１回例会

場になったことで大変有名です（P36）。また地区

別クラブ出席率一覧表が載っていますが、なんと

第一位は我らが第２７９０地区千葉県（９６．８％）

です。次いで第２位は第２７６０地区愛知県

（94.18％）であり、第３位は第２７１０地区山口

県（91.63％）です。どうも都会より地方の方が出

席率が高いようです（P41）。最後に紹介する記事

は、「徳川家康長寿の秘訣」です。織田信長４９歳、

豊臣秀吉は６２歳で亡くなり、平均寿命が３７～

３８歳の時代に、なぜ家康は７５歳まで生きられ

たのか。まず彼の麦飯と豆みそを主食とした質素

な食生活が挙げられます。そして家康は健康オタ

クで生薬を自分で調合していたほどであります。

やはり素食に耐えることが健康への近道ですね

（P58）。 

小林 昭弘会員 

千葉科学大学ＲＡＣ主催 花植えのお知らせ 

駅前ロータリーの花植えを下記の

通り実施いたします。ご都合のよ

ろしい方はご参加ください。   

日時：１１月２３日(月・祝日) 

午後１：３０～ 

ＭＵとなります。 

小雨でも実施いたします。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４５名 

出席計算４２名  出席２９名 

欠席１３名  

出席率 69.05% 

欠 席：青野君・伊東君・栢尾君

越川君・丸山君・宮内榮君・宮﨑君・大里君 

杉山君・高瀬君・富永君・植田君・内田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

11/10：銚子東 RC 大里君 

11/13：地区ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ交流会 宮内(龍)君・櫻井君 

 

【ニコニコ】 

 

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 BOX ￥15,000 計 ￥ 280,800 

スモールコイン ￥ 2,550 計 ￥  27,468 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  24,924 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 143,200 

次週のプログラム（１１月２５日） 

「八日市場ロータリークラブについて」 

 

八日市場ロータリークラブ  

次年度補佐 鈴木勝彦様 

            

お弁当：高浦（幕の内） 

委員会報告 

 

表   彰 

 


