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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 

「第 7 分ローターアクトの現状」 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会長 福留 哉太様 

 

 

前回例会報告（３月２日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

ＪＡちばみどり 

代表理事組合長 間渕 誠一様（卓話者） 

常務理事    石神 嘉明様 

営農部長    向後  正様 

 

 

 

 

 

 

銚子東ＲＣ 会長 藤崎 一成様 

木村 貞夫様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さん今日は。

RI は特別月間と

して、3 月を「水

と衛生月間」定め

ています。現在、

世界で水に対す

る関心が非常に

高くなっていま

す。地球は水の惑

星といわれていますが、飲み水として利用でき

る水はどのくらいあるのでしょうか。実は 98％

が海水で、淡水は 2％、その大部分は南極や北

極の氷山などで、私たち陸上生物が利用できる

水は全体の 0．01％にも満たないのです。地球

上の水すべてが風呂桶一杯の水だったとすると、

私たちが使える水はわずかに一滴。この一滴の

水をすべての陸上生物が分かち合って生きてい

るのです。この水が枯渇したり汚染されると、

すべての生物が絶滅してしまうのです。 

現在、世界の約 7 億人が、水不足の状況で生活

しています。不衛生な水しか得られないために

毎日 4900 人（年間約 180 万人）の子どもたち

が亡くなっています。水不足の地域では、干ば

つや地下水の減少、湖沼が小さくなるなど、食

糧を作るための農業用水や飲み水さえ十分に得

られなくなっています。 

幸い我が日本では、水には豊富にあり、どこに

行っても蛇口から安全で美味しい水が自由に飲

むことが出来ます。たまたま私の経営している

会 長 挨 拶 
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会社は水に関する仕事、つまり上下水道の事業

がメインの仕事をしています。上水とは私たち

が、直接口に入れたり、日用に使っている家庭

用の水のことです。逆に下水とは家庭から出る

汚水や工場の排水などを、可能な限りきれいに

して川や海に戻して再生可能ものにする事業で

す。上水も下水も汚れた水を、綺麗にすること

については全くと言っていいほど同じ工程をへ

て家庭や河川に送られます。違う点は、上下場

は厳重な管理により運営されており、一般人は

立いることできません。下水処理場は緩やかで

受付で所属と用件を言えば、簡単に入ることが

出来ます。いずれにしても我が国では莫大な予

算をつかって、この上下水道を維持、運営をし

ています。いま少子高齢化や人口の減少により、

自治体は安全な水の維持が難しくなっています。

外国に行って初めて日本の安全な水に気が付く

人も多いとおもいます。このことは私たちが、

豊かで安全な国に住んでいるということではな

いでしょうか。一滴の水も大切に。会長挨拶を

終わります。 

 

第９回定例理事会 

 

１）3 月 4 月 5 月プログラムの件 …承認 

２）花見移動例会の件      …継続審議 

３）地区大会決算案の件     …承認 

４）地区研修・協議会の件    …承認 

５）サウスダバオＲＣとの友好クラブの件 

…継続審議 

６）次年度地区補助金申請の件  

…承認 次年度申請する 

７）鴨志田明人会員退会承認の件 …承認 

 

 

 

【週報拝受】 

銚子東 RC、八日市場 RC 

1. 2016年 3月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 

1ドル＝116円 

2. 第 21 回日本青少年交換研究会東京会議のご

案内 

3. 退会防止についてのお願い 

4. 財団室 NEWS3月号 

…以上、ガバナー事務所 

5. 歓送迎会のご案内 

…千葉科学大学 

6. 平成 28年春の全国交通安全実施計画説明会の 

開催について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

7. 2014年度年次報告書 

…ＮＰＯ法人かものはしプロジェクト 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

3月 3日(木)移動例会あづま庵 点鐘 12時半 

3月 10日(木)休会→サケ稚魚放流式午後 1時半より 

  24日(木)夜間移動例会点鐘 18時シーブリーズ 

  31日(木)休会 

旭ＲＣ 

3月 25日(金)夜間例会 黄鶴 点鐘 18時 

 

 

 

◆創業記念日 

遠山靖士会員(3月 1日) 

 

 

 
☆宮内 清次会員 

今日はＪＡちばみどり農協

代表理事組合長間渕誠一氏

の卓話です。銚子、旭、八日

市場、海上、干潟、５農協が

合併して１５年の節目の組

合長さんです。私はインフル

エンザで出席できませんが、ご静聴よろしくお

願いします。 

 

 

 

「地域に根ざした事業展開」 

ＪＡちばみどり  

代表理事組合長 間渕 誠一様 

 

ＪＡちばみ

どりは、平成１

３年１月に合

併して銚子市、

旭市、匝瑳市、

山武郡横芝光

町（旧匝瑳郡光

町の地区）を事

業区域として、金融店舗が本店以下 15支店 5出

張所、営農センター6 カ所、給油所 3 カ所、農

機センター2 カ所、ケアセンター、自動車整備

工場を有しています。支店、出張所では、農業

と地域に貢献できる地域金融機関」として、「よ

り便利」で「より安心」なＪＡバンクをめざし

ています。また、利用者一人ひとりのライフサ

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

幹 事 報 告 

 

理事会報告 
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イクルやライフスタイルに応じた「ひと・いえ・

くるま」の生活総合保障を提供しています。各

営農センターでは、組合員が生産した農産物を

集荷・販売をするとともに、農薬、肥料といっ

た農業資材、生活資材を取り扱っています。 

事業活動のトピックスとしては、支店・出張

所による地域交流会、農業機械・農業用資材展

示会、セールス力強化と組合員・利用者満足度

の向上を図るため貯金・共済・経済事業のコン

ク―ルを開催しています。さらに、農業後継者

や地域住民の婚活を支援し、地域の活性化に取

り組んでいます。 

農業振興活動としては、管内各地域で特色あ

る農業まつりへの参加、安全・安心な生産物を

提供するため、生産履歴簿を作成し使用農薬を

管理するとともに、残留農薬自主検査を実施し

ています。また、収穫 1 週間前の畑では、県内

統一基準の桃色旗を立て、周辺圃場の生産者へ

農薬飛散注意を促すなど、消費者の信頼性確保

に向けた生産物づくりにも努めています。さら

に、収穫体験を通して、都市部の消費者と生産

者の産地交流により産地への理解をより深めて

もらう活動を行っています。青年部、女性部に

よる地域の子供たちに「食」の大切さを伝える

食農教育活動も継続しています。 

地域貢献活動として、ＪＡの総合事業を通じ

て各種金融機能・サービス等を提供するだけで

なく、地域の協同組合として、農業や助けあい

を通じた社会貢献に努めています。その他にも

健康診断の実施や交通遺児育成資金への募金活

動、組

合員・

利用者

へのサ

ービス

として、

顧問税

理士・

弁護士

による相談会、社会保険労務士による年金相談

会、担当職員による休日住宅ローン相談会を開

催し、利用者の様々なご相談に応じています。

農業者を中心とした地域住民の方々が一体とな

って、相互扶助を共通の理念として運営される

協同組織であり、地域農業の活性化に資する地

域金融機関でもあります。地域の一員として、

農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向

けて、事業活動を展開しています。 

 このように、私どもＪＡは組合員さんだけな

く地域の皆さんと密接に関わっております。地

域におけるＪＡの役割は、人口減少社会、担い

手の減少といった中でより一層、今後重要性を

増してきます。皆様とともに地域社会のために

地域に根ざした、求められる事業展開をして参

りますので、共に頑張っていきましょう。 

 

 

 

信太秀紀クラブ情報委員長 

早わかり「ロータリーの友」3月号 
 

今月はロータリークイズか

ら始めてみましょう！すべ

て○か✖でお答えください。 

 

 

 

１.ロータリーは奉仕団体である。 

２.奉仕は無償であるべきである 

３.職業奉仕はロータリーの金看板である。 

４.ロータリーは職業奉仕が基本である。 

５.ロータリーは奉仕の目的で作られた。               

６.ロータリーの両輪は親睦と奉仕である。                                 

７.活動をあまり宣伝しないほうが良い。                                   

８.ガバナーは地区のリーダーである。                                     

９.ガバナーは地区内のクラブが選ぶ。                 

10.例会の目的は会員の親睦を深めることである。 

 

いかがでしたか？ちなみに櫻木英一郎ガバナー

の答えはすべて✖だそうです。（P38） 

 

 

鴨志田明人親睦活動副委員長 

 
５月の家族旅行について

アンケートのお願いです。

今年度の年間予定では 5

月 22 日（日）の予定とな

っておりましたが、先の

IM でご案内のあった「犬

吠埼エンデューロ」と重

なったため、１週繰り上げた 5 月 15 日（宿泊の

場合は 14～15 日）も合わせて検討したいと考

えています。つきましてはみなさまのご予定と

ご希望をお伺いしたく、アンケートへのご協力

をお願いいたします。 

いただきましたアンケートを集計･検討し、まず

は日程を早急に決定いたします。 

３月９日までにご回答をお願いいたします。 

（事務局へＦＡＸまたは、例会時お持ち下さい。） 

委員会報告 
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銚子東ＲＣ木村貞夫会員 

 

先日の受勲祝賀会には銚子

RC から大勢の皆様に参加

いただきありがとうござい

ました。 

 

 

 

鴨志田明人会員退会のご挨拶 

 

勤務先の太陽の里を退社す

ることになりました。銚子

RC の皆様には大変お世話に

なりありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

私の職業とロータリークラブ 

 

宮内 清次会員 
 

私は「温故知新」そして「継

続は力なり」を座右の名とし

ています。農業を一括りとし

ますと酪農はかつて一部門

にすぎませんでした。しかし

食生活の改善と栄養志向か

ら完全栄養食品である牛乳が重視され、生業とし

て発展していきます。かつて昭和三十年代銚子市

には酪農農家１４８戸、乳牛８００頭から１０ト

ンの生乳を生産、酪農農業協同組合を通じて社会

に供給しました。６０年をすぎた現在は８戸の酪

農家で１，３００頭の乳牛を飼養して首都圏へ生

鮮牛乳を供給しています。一口に６０年と申しま

すがその過程は決して平坦ではありませんでした。

「生産枠の拡大、増産。生産調整、減産生乳廃棄。

増産、生産枠の争奪。など酪農政策に翻弄されな

がら結果、専門農協残留組と総合農協へ併合組に

対立、酪農組合は分裂そして解散、」歴史を訪ねる

と幾多の困難を乗り越え今日が有る事が良く解り

ます。ただ何時の時代も共通して言えるのは「牛

乳は完全栄養食品あり常に社会から生産を要請さ

れていた」と言う事です。また今、ＴＰＰ(環太平

洋自由貿易機構)締結で大きな波が押し寄せよう

としています。知らないのは乳牛だけです、その

まま乳を出して貰うしかない。ロータリークラブ

へ入会して今年の１０月２６日がくると３３年に

なります。クラブ会員は会費を納める義務があり

ます。入会当時の会費も同じ価値として単純に計

算すると３２×２２万で７０４万円、何やかんや

で１０００万円は有に費やしたに違いない。品位

の無い数字を上げたが数字なんかはどうでもいい、

何を言いたいかと言うと「ロータリークラブは情

報の宝庫であり、機知に富んだ示唆の宝庫である。」

長年在籍していると、自分が磨かれている事にハ

ッと気づかされる。その一つ一つは私の宝物、カ

ネでは計り知れない。酪農業もロータリーも長く

続けてきた、そして続けている。そこで職業奉仕

だが私は識者の言う職業奉仕論を受け入れた上に

「職業奉仕とは続けることだ」を加えたい。長く

続けるには、あらゆる角度から想定外の不条理に

ブチ当たる。そんな時どう善良に処理するかが長

く続ける重要な要素になる。信頼と信用はそんな

時に力を発揮する。続ける源となる。 
裏の竹藪に「ぢユヂユ－ぢユー」とうまく鳴けな

かった鶯も今朝は＠ホ―ホケキョケキョと囀りも

大分うまくなって自分の縄張りの主張を始めた。

やはり春は嬉しい。調子に乗ってもう少し出席を

続けようと思っている。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４０名 出席２８名  

欠席  １２名 出席率 70.00％ 

欠席：伊東君・栢尾君・越川君・岡根君 

櫻井(公)君・佐藤君・白濱君・杉山君・髙木君 

富永君・高橋宏明君・内田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

3/6：RAC 合同会議 小林君・丸山君 

 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 4,000 計 ￥ 411,143 

スモールコイン ￥ 2,800 計 ￥  44,285 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  43,238 

希望の風 ￥25,000 計 ￥ 259,200 

御礼の御挨拶 

 

 

次週のプログラム（３月１６日） 

「創立６０周年に向けて」 

 島田洋二郎クラブ奉仕委員長 

 

 

お弁当：辰巳家（にぎり） 

 


