
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８８３号（２０１６年１月２０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 

「職業奉仕で、毎日を元気に！」 

国際ロータリー第 2790 地区 

職業奉仕委員会 委員長 川原勝壽様 

（佐原 RC） 

 

前回例会報告（１月１３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：銚子市長 越川信一様 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。１月第二回目の例会であ

りますが、関東地方では 1 月 7 日まで、関西地

方では 15 日までを松の内と言うそうですが、 

皆さん正月 2 日にどんな初夢を見られましたで

しょうか。どうも宝くじ当たった方はいなそう

ですね。私の 2 日の初夢は、ネットで買ったば

っかりのお掃除ロボットのルンバが大事な釣り

竿を踏みつぶして、ピザの様に八つに割れてど

ちらも修復不能になって途方に暮れた夢をみま

した。我ながら変な夢を見たものだと思います。 

初夢と

言えば、

「一富

士二鷹

三茄子」

ですが、

その続

きが在

るのをご存知ですか。四「扇」五「煙草」六「座

頭」があるそうです。富士と扇は形が末広がり

で子孫繁栄や商売繁盛を意味します。鷹と煙草

の煙は上昇していくので運気上昇の意味。茄子

と座頭は両方とも「毛が無い」のことから「怪

我が無い」で家内安全を意味します。その他に

縁起の良い夢は、「朝を迎える夢」発展や好転を

告げる兆しで朝日の夢は特に縁起が良いとされ

ています。「血」の夢は情熱、生命力を意味し、

特に出血する夢は悩みや金銭問題が解決する前

会 長 挨 拶 
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兆とされています。次は「火事」の夢です。炎

が勢い良く燃えているほど良いとされ、幸運を

暗示し、思いがけない利益を得り、期待以上の

結果がでる兆しだそうです。「トイレ」の夢は排

泄物で汚れたトイレの夢は金運に恵まれる良い

夢です。逆に縁起の悪い夢は「暗い道や水辺を

うろうろしている夢」は罪悪感に押しつぶされ

そうになっている心理状態で自分を失っている

状態を暗示しています。「船で寝ている夢」は予

想外のトラブルに見舞われ事を暗示しています。

「黒い靴下を履く夢」は失恋や失業など大切な

ものを失うことの警告を暗示します。もし縁起

の悪い夢を見てしまったら、夢を見た日の午前

中にその内容を人に話しましょう。そうするこ

とでその夢は無かったことになり、現実では起

こらないと言われています。 

私も、ルンバと釣り竿の夢を二日の朝、雑煮を

食べながら皆に話しました。今のところ釣り竿

は無事です。以上で会長挨拶を終わります。 

 

 

【週報拝受】佐原 RC、小見川 RC、舘山 RC 

1. 地区関係負担金 報告書式の差替え 

2. 財団室 NEWS 1月号 

3. 地区大会 諸事お知らせ・ｱｸｾｽについて 

4. 平和と紛争予防/紛争解決月間ﾘｿｰｽのご案内 

5. 地区大会表彰のご案内 

6. 米山記念奨学生次年度世話ｸﾗﾌﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ引き

受けについてのお願い 

…以上、ガバナー事務所 

7. 2015年度下期普通寄付金のお願い 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

 

 

 

 

2016 年１月のロータリーレート 120円 

 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠山 靖士会員(1月 7日) 

佐藤 直子会員(1月 8日) 

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 

阿天坊俊明会員(1月 8日) 

信太 秀紀会員(1月 8日) 

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) 

 

 

✧大ニコニコ 猿田正城会員 

暖くて晴天続きの良いお

正月でした。 

 

 

 

✧佐藤直子幹事 

新年の誕生日は、一年の始

まりということもあって気

持ちがリセットされます。

前向きに年を重ねていきま

す！ 

 

 

「ふるさと納税の推進！」 

銚子市長 越川 信一様 

平成２７年の銚子漁港の水揚げ量は５年連続

で日本一に輝きました。 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

幹 事 報 告 
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  一方でこの１０年、銚子市では、危機的な財

政状況が続いてきました。私が市長に就任した

平成２５年５月には、市の貯金にあたる財政調

整基金が底をつき、平成３１年度までに３６億

円の累積赤字が発生するという推計でした。 

 このような財政危機を踏まえ、行財政改革審

議会を設置し、

３度にわたる

事業仕分けを

実施しました。

緊急改革プラ

ンに取り組み、

昨年８月の推計ではマイナス１２億円にまで改

善しました。さらなる財政健全化対策として、

ふるさと納税の推進、使用料・手数料の見直し

も行いました。市民負担をお願いすることは申

し訳ないことですが、平成３１年度末には黒字

転換を図らなければなりません。行財政改革は、

喜ぶ人が誰もいない改革だと言われますが、子

どもたちの未来にツケを回さないために、成し

遂げなければならないと思っています。その上

に立って、銚子を元気にしていく政策を展開し

ていく必要があります。 

 財政危機の中で大きな収入源となっているの

が「ふるさと納税」です。銚子市では、昨年１

月から「ふるさと納税制度」を大幅に拡充しま

した。今年度の「ふるさと納税」の入金は９カ

月間で、１億１,６００万円を超えました。昨年

度１年間の９倍に増加しています。 

 謝礼品に魅力がなければ、「ふるさと納税」は

集まりません。魅力ある謝礼品を集められると

いうのも、銚子の食の力、銚子ブランドの力だ

と思います。ちなみに謝礼品の人気１位は「い

ちご・とちおとめ」、２位が「紅鮭セット」、３

位が「さばの缶詰」、４位が「つり金目」、５位

が「さばの水煮」です。 

 銚子の今年度のふるさと納税が１億円を超え

たと喜んでおりましたところ、新年会で静岡県

焼津市の水産加工の方にお会いしましたら、焼

津市のふるさと納税は、何と、今年度９カ月間

で、３４億円だそうです。銚子の３０倍です。

半分は謝礼品でお返ししているので、市の実質

的な収入は １７億円になります。銚子市の市

税収入が７８億円ですので、ふるさと納税３４

億円というのは、本当にすごいなあと思いまし

た。人気の理由は何といっても謝礼品の海産物

だそうです。選べる謝礼品の数は５００品目。

特に５万円の寄付でもらえるミナミマグロの刺

し身セットが大人気です。 

 魚の水揚げ量では銚子の方が上です。知恵を

絞って、より多くの謝礼品を発掘し、より多く

のふるさと納税をしてもらえるように努力をし

ていきたいと思います。 

 銚子市では昨年１０月、地方創生の銚子版総

合戦略をつくりました。銚子がもっている宝物

を、もう一度見つめ直し、みんなで育てていく。

地域を元気にしていく。それが「地方創生」で

す。 

 銚子には２つの光があります。日本一早い初

日の出の希望の光、もう一つは１４０年以上に

わたって暗い海を照らし、船を導いてきた犬吠

埼灯台のぬくもりの光です。銚子にある２つの

光を胸に、希望とぬくもりをもって、新しい年

を歩んでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋宏明会員

を推薦された

金島弘会員・

増強委員長へ

宮内龍雄会長

より RI 認証

襟ピンの贈呈 

 

委員会報告 
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【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４１名 出席３０名 欠席１１名  

出席率 73.17% 

欠 席：伊東君・栢尾君・松本君・丸山君 

大里君・櫻井(公)君・白濱君・高瀬君・富永君 

遠山君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

1/17：第 4 回 RAC 合同会議  小林君 

 

【ニコニコ】 

 

 

     

ニコニコ BOX ￥29,000 計 ￥ 364,143 

スモールコイン ￥ 2,910 計 ￥  36,278 

米山 BOX ￥ ―  計 ￥  34,534 

希望の風 ￥ ―   計 ￥ 204,200 

次週のプログラム（１月２７日） 

「銚子 RC・銚子東 RC 合同例会」 

会場：太陽の里 

点鐘：18 時 30 分 

懇親会 20 時～ 

卓話「七代目が語る二宮金次郎 

  ～激動の時代を生き抜く秘訣～」 

リレイト代表 京都大学博士(教育学) 

中桐 万里子様 

 

 

送迎バス 

銚子駅丸通駐車場前１７時４５分 

銚子体育館前   １７時５５分出発です 

 

RAC 主催「書き損じハガキ提供のお願い」 

回収期限：１月２７日（水）となります。 

 

宛先や文面を間違えて出せなくなったハガキ

や年が過ぎてしまって送れなかった年賀ハガ

キの提供、宛名・住所等個人情報は黒マジック

等で消して下さい。ご協力よろしくお願いいた

します。 

 


