
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８８２号（２０１６年１月１３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 

 

「銚子市長卓話」 

銚子市長 越川信一様 

 

前回例会報告（１月６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 

 

 

 

明けましておめでとう御座います。皆様に於

かれましては、健やかに新年を迎えられたこと

と、お慶び申し上げます。本日より 15～16 年

度の後半が始まる訳でありますが、省みますと

前半の半年間、私は会長として地に足がついて

いない様な状態で、唯々、皆様の温かいご指導

とご協力により何とか過ごす事が出来たと思い

ます。この場をお借りしまして御礼申し上げま

す。私はこの半年間で深く感じた事が一つ有り

ます。それはこのロータリークラブが善意の人

たちの集まりであると云うことです。ロータリ

ーには様々な行事や決まったスケジュールがあ

ります。クラブ会長としてそれら全てにおいて

責任をもって行動しなくてはなりませんが、一

つ一つにおいて担当委員長、委員にお願いをし

て、お任せします。皆さん本当に真摯に取り組

んで頂き、結果はどれも予想以上の成果を上げ

ることが出来ました。これはロータリーの「奉

仕の理想」の原点ではないでしょうか。私が相

談をして、これ頼みますと言うと、皆さん笑顔

で、「分かりました。やっておきます。」と応え

てくれます。多くの善意によって、我が銚子ロ

ータリークラブは運営されていることを知りま

した。あと半年まだまだ沢山の行事があります。

私も地に足をしっかりつけて、皆様の善意に助

けられて頑張っていきたいと思います。 

本年も皆様にとって、最良の年で有りますよう

ご祈念申し上げて、会長年頭挨拶といたします。 

 

 

第 7 回定例理事会 

１）1 月 2 月 3 月プログラムの件  …承認 

２）クリスマス家族親睦会決算案の件…承認 

３）地区大会予算案・一般公募の件 …承認 

理事会報告 

 

会 長 挨 拶 
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４）合同例会の件         …承認 

５）千葉科学大学おうえん協議会の件…承認 

６）ロータリー手帳・ロータリーを理解しよう 

購入の件           …承認 

７）サウスダバオＲＣとの友好クラブの件 

                 …承認 

８）地区 HP へ活動報告の件    …承認 

 

 

 

【週報拝受】 

八日市場 RC、銚子東 RC、波崎 RC鹿島臨海 RC 

1. 書き損じハガキでタイの子

ども達に奨学金を贈る事業

（再周知） 

2. 地区大会プログラム 

3. 地区大会一般参加公募のご

案内 

4. ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟの申請について 

5. 2016年１月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝１２０ 円 

6. 下期分地区関係負担金送金とご報告のお願い 

7.  R財団補助金管理・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ合同ｾﾐﾅｰ 

開催のご案内 

8.  RAC第 4回合同会議のご案内 

…以上、ガバナー事務所 

9. RLI 卒後コースのご案内 

…地区ＲＬＩ推進委員会 

10. 地区ＨＰ地区内クラブ活動状況掲載のお願い 

…地区ＩＴ広報公共イメージ委員会  

11. クラブ役員キット拝受 

…ガバナーエレクト事務所 

12. 日本ｼﾞｵﾊﾟｰｸ関東地区大会 2015 への協賛御礼 

…日本ｼﾞｵﾊﾟｰｸ関東地区大会実行委員長坂本尚史様 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

1月 14日(木)第 2回ＩＭ点鐘 15時茂原ＲＣ例会場 

 真名カントリークラブ 

  21日(木)夜間移動例会 新年会 田中商店 

  28日(木)休会 

銚子東ＲＣ 

1月 5日(火)定款第 6条第 1節により休会(年始) 

  26日(火)→27日(水)夜間例会 太陽の里 

点鐘 18時半銚子ＲＣとの合同例会に振替 

旭ＲＣ 

1月 29日(金)夜間例会 黄鶴点鐘 18時半 

八日市場ＲＣ   

１月 5日(火)移動例会新年祈願の為、西光寺  

点鐘 12時 

  19日(火)職場訪問 九十九里ホーム松丘園 

  26日(火)夜間例会新年会 柿岡屋点鐘 18時半 

 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石毛充会員(1月 5日) 

兒玉 英子会員(1月 6日) 

金子 芳則会員(1月 6日) 

 

◆結婚記念日 

遠山 靖士会員(12 月 23日) 

◆入会記念日 

岡根  清会員(1月 4日) 

宮﨑 裕光会員(1月 5日) 

兒玉 英子会員(1月 6日) 

石毛  充会員(1月 6日) 

◆創業記念日 

丸山 泰典会員(12 月 13日) 

富永 泰夏会員(12 月 23日) 

 

 

 
✧大ニコニコ 兒玉英子会員 

本日１月 6日は私の誕生

日です。ロータリーの皆

様方にはいつも親切に御

指導をして戴き、いつも

楽しいひとときを有難う

ございます。 

 

 

✧宮内龍雄会長・佐藤直子幹事 

2015-16 年度

半分終了しま

した。あと半

年よろしくバ

ックアップお

願い申し上げ

ます。 

 

 

 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

幹 事 報 告 
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新年第一例会 

 

乾杯のご発声は 

加瀬貞治会員 

 

 

 

 

 

 

「新入会員卓話」 

高橋 宏明会員 
皆さん、あ

けましてお

めでとうご

ざいます。新

入会員の高

橋宏明と申

します。まず

はこのよう

な期会をい

ただきましてありがとうございます。新入会員

の自己紹介ということでお話しさせて頂きます。

宜しくお願いいたします。 

私は昭和 46年 10月 27日生まれの 44才です。

興野小、四中、おやまと銚子のエリートコース

を進みましたが、大学進学で挫折しまして大学

浪人を 2 年しました。行きたい大学へ行けず、

中央工学校という専門学校の測量課に 1 年行き

ました。 

その後、東京の調査士事務所に就職しました。

当時平成 5 年でバブルは終わっていましたがま

だ景気がよく、とにかく忙しい会社でした。7

年在籍しましたが 11時前に帰れたのは 7年間で

5 日くらいだったと記憶しています。その経験

が今に生きていると感じています。 

28才で退職して土地家屋調査士の資格を取りま

した。東京で再就職しようとしたところ、父に

銚子へ帰ってこいと言われ、銚子に帰郷し八日

市場の調査士事務所に 2 年勤めました。八日市

場の会社は東京とは違い、とてものんびりして

いて、このくらいであれば自分でもできるかな

と感じて独立を考えました。 

元々、私の両親はヤマサ醤油に勤めており、サ

ラリーマン家庭に育ちました。自分が独立して

社長になるなど考えたこともありませんでした。

独立する時母親に「あなた、仕事がなかったら

コンビニでもガソリンスタンドでも働きながら

やりなさいよ」と言われたのを覚えています。

31才で独立して高橋測量を立ち上げました。幸

い、始めたときから仕事が無いことはなくなん

とか会社は回っています。今は社員 7名で 14年

目になります。銚子から横芝までの東総地区で

一番大きい測量会社です。 

測量屋というのは資格が 2 種類あります。測量

士と土地家屋調査士です。 

測量士は国土交通省の資格で主に公共測量で土

地家屋調査士は法務省の資格で主に登記のため

の測量つまり民間の仕事です。私は両方持って

いますが民間の仕事が 8割くらいです。 

測量士の仕事は基準点の設置、道路の新設や

拡幅、水準測量などですが、銚子という土地柄

で海の深さも測ったりします。銚子大橋の架け

替えの時、利根川の深さを測ったりもしました。

震災のあと、外川漁港沖のテトラポットが津波

で崩れてしまい、それを直すためにテトラポッ

トが何個必要か測ってくださいと依頼がありま

した。堤防から 400ｍ離れていて、崩れたあと

なので船も近くには寄っていけません。ノンプ

リズムの光波測距器と写真で対応して図面を作

りましたが、測量の必要があるのですかと役所

の方の聞いたところ、テトラポットは大きさに

もよりますが 1個作るのに 50万円、設置するの

に 50万円かかるそうです。それが 100個で 1億

円なのか、200個で 2億円なのか予算を作るた

めに必要ですと言っておりました。これは測量

士の仕事です。 

土地家屋調査士は不動産登記に関する測量で、

民間からの依頼がほとんどです。土地分筆登記、

境界確定測量、地積更正登記など、建物でいえ

ば建物表題登記、滅失、増築などです。 

ちなみに権利の登記は司法書士です。所有権移

転、相続、抵当権設定等は司法書士が行います。

土地家屋調査士は権利の前提となる物理的な土

地建物の変更の業務を行います。 

銚子市内で、測量士と土地家屋調査士の兼業が

2件（高橋測量と宇野澤コンサル）測量士単独

が 1件（東総測量）、調査士単独が 3件（伊藤事

務所と富金事務所、櫻井事務所）測量屋は 5件

しかありません。人口 6万人の市に対して非常

に少ないです。 

国の政策で平成の地図整備が始まっています。

まだ銚子市にはその波はきていませんが、そも

そも、法務局の公図は明治 6年の地租改正の時

に作られたものです。地租改正前は土地は天皇

のものであり臣民はその使用を許されているに

すぎない「公地公民思想」でありました。地租

改正により所有権が認められ、明治 6年から明

卓  話 
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治 20年にかけて公図、土地台帳、地券が作成さ

れました。この時に作った公図、土地台帳の面

積が今でも使われています。 

当時、縄と竿で測っていますのでこれを正すた

めに今の技術で測りなおして地図整備を行おう

としております。おそらく銚子市内全域だと 30

年位係ると思われます。 

銚子の市街地は戦災復興図として区画整理がさ

れておりますが、これも昭和 35年から 55年ま

で 20年かかっています。 

地図整備は、香取市で今年から始まりました。

山武郡芝山町では 5年前から始まっています。

これが銚子に来た場合、測量屋 5件で対応でき

るかがとても心配です。 

会社として自営業として利益の追求といいます

が、14年やってきてそんなに儲かるものではな

いことにやっと気づいてきました。最近は測量

士、土地家屋調査士としての使命感、地元銚子

に対する責務を強く感じてきました。地図整備

もそうですが、測量屋として世の中のためにや

らなければならないこと、私しかできないこと

を考えつつ、今後も頑張っていきたいと考えて

おります。 

まだまだ若輩ですので、諸先輩方のご指導、ご

鞭撻を心よりお願い申し上げ自己紹介とさせて

頂きます。ありがとうございました。 
 

 

 

 
信太秀紀クラブ情報委員長 

早わかり「ロータリーの友」１月号                       

  

今月号の表紙は標高１

６００メートル、長野県

霧ヶ峰高原の写真です。

夏季はグライダーの練

習場、冬季はスキー場と

して名高い場所です。雪

上のブルーの木影が見

事です。 

２２ページは、「ソウルでお待ちしておりま

す。」という表題で、２０１６年ソウル国際大会 

ホスト委員会よりツアープログラムが紹介さ

れております。韓国伝統家屋立ち並ぶ「北村韓

屋村ツアー」、韓国の真の美、６００年の歴史を

持つ李王朝を体験できる「世界遺産めぐりツア

ー」そして、極めつけは見事な景観を有する「フ

ァンタジーアイランド済州島ツアー」です。ぜ

ひ皆様ご体感ください。 

ロータリーをちょっとずつ学ぼう！がテーマの、

パズル DE ロータリー」の答えは「ウイニペグ」

です。ロータリークラブは１９０５年にシカゴ

で発足しますが、１９１０年には１６クラブ１

０００名を超える規模に発展します。そしてこ

の年アメリカ国外で初めて、カナダのウイニペ

グでロータリークラブが誕生したのです（P32）。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４１名 出席２９名 欠席１２名  

出席率 70.73％ 

欠 席：伊東君・栢尾君・越川君・丸山君 

松本君・大里君・坂本君・猿田君 

白濱君・杉山君・田中君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】 

12/15：次年度分区会長幹事会 石毛君・島田君 

12/22：銚子東 RC 大岩君 

 

 

【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 ￥21,000 計 ￥ 335,143 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  33,368 

米山 BOX ￥ 3,650 計 ￥  34,534 

希望の風 ￥29,000   計 ￥ 204,200 

委員会報告 

 

次週のプログラム（１月２０日） 

 

「職業奉仕月間に因んで」 

国際ロータリー第 2790 地区 

職業奉仕委員長 川原勝壽様 

（佐原 RC） 

 

お弁当：桔梗屋（幕の内） 

 


