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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 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

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５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館４階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

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 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  
広報・会報委員会   

委員長 副島 賢治  委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「新入会員卓話」 須永 清彦会員 

前回例会報告（５月１６日） 

点      鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

銚子東ＲＣ 大内 一恭様 

川津 光雄様（卓話者） 

㈱東総コンピューターシステム    平野まさ子様 

ボーイスカウト銚子第３団   押田 和彦様 

ガールスカウト千葉県第２１団 大内 史枝様

助成金交付 

会長挨拶 

先週とはうって変ってのすばらしい五月晴れ

です。梅雨入りまでつかの間の期間ですが、この

ような天気続いてもらいたいものです。 

 この一週間ですが、先週９日例会終了後、待ち

に待った泉会員、淵岡会員、須永会員の歓迎会を

行い、昼間の例会以上の出席がありました。１１

日（金）千葉にて希望の風セミナーに小林幹事と

ともに出席しました。制度の話かと思いました

が、震災時教頭先生だった現教育委員会の方の

生々しい震災体験談をお聞きすることができ、

大変有意義でした。１５日（火）にはアクト例会

に出席しましたが、新会員も加わったようでこ

れからの活動に期待がかかります。この後委員

会報告がございます。 
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 ５月も中旬になりました。「平成」は来年４月

３０日までですので、いよいよ１年をきりまし

た。まだ早いですが、平成はどんな時代だったの

か勝手に振り返らせていただきます。 

 平成は１９８９年（昭和６４年）１月７日朝

６：３３、昭和天皇がご崩御され、１６：３６に

当時竹下内閣の小渕恵三官房長官が「新しい年

号は平成です」と発表され、翌８日からスタート

しました。当時はバブル景気の終盤、すぐ４月１

日より消費税が３％になり、年末には日経平均

終値最高値３８，９１５円８７銭を付けました。

そして翌３月には、総量規制（土地関連融資の抑

制）があり、それがきっかけでバブルが崩壊して

いきました。 

 私は、平成時代は次の３点が後世から見ても

歴史に残るのではないかと思います。 

 ひとつは日本の人口が頂点に達したこと。２

００８年（平成２０年）１億２８０８万人に達し

減少を始めました。二つ目は、インターネットが

社会インフラになったこと。３つ目は、近代国家

に初めて大震災が襲ったこと。この３つが何と

言っても歴史に残る出来事でした。 

 そして特に、平成に入ってからの科学技術の

進歩、とりわけ IT の進歩は爆発的でした。平成

元年は、ショルダーホンから大きな携帯電話に

代わりだしましたが、中心はまだポケットベル

でした。それからパソコンが広まり、インターネ

ットが急速に普及していきます。スマートホン

にいたっては２００７年（平成１９年）に誕生し

てから爆発的な伸びを示します。このように、新

しい価値のあるモノが普及期に入ると爆発的な

伸びを見せながら広まる、というのが平成の特

徴です。昭和時代の車、テレビ、冷蔵庫などが時

間をかけゆっくり広まっていった状況とは大き

く違います。 

 本日はドローンについての卓話です。これも

平成に誕生した技術でありますが、私には神社

の境内で行列している所に落っこちてきたとい

う負のイメージしか持っていません。今日は川

津様より勉強させていただき、正確な情報と知

識を付けさせていただきたいと思います。 

幹事報告 

1. 2018-19年度 RI 理事指名委員郵便投票結果報

告の件         …ガバナー事務所 

2. 米山ｶｳﾝｾﾗｰ・ｸﾗﾌﾞ米山委員長年間出席予定表       

…ガバナーエレクト事務所 

3. ハイライトよねやま ２１８ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

石毛 英俊会員（5月 15日） 

☆入会記念日  

高橋 宏資会員(5月 12日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧銚子東ＲＣ 大内 一恭様 

信太様、先日卓話ありがとうございました。話

の続き次回楽しみにしています。 

卓  話  

「ドローンが開く未来」  

銚子東ＲＣ 川津 光雄様 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２年中国・ＤＪＩ社の ホビー用ドローン 

“ファントム” ※世界シェア７０％ 
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日本の法規制（航空法） 

（１） 無人航空機の飛行の許可が必要となる 

空域について 

 

 

活用事例①測量

での利用 

 

 

 

 

 

 

活用事例②農業

での利用 

 

 

 

活用事例③物流

での利用   

 

 

 

 

 

 

活用事例⑤点検

での利用 

 

 

 

 

活用事例⑥

警備での利

用 

 

 

 

活用事例⑦防災・災害での利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２人乗りドローン開発中国のドローンは人を乗せ

て空を飛ぶ。およそ 1,000 回テスト済み 

 

 

 

 

 

 

ドローンでの空輸↑ 

ボーイングのプロトタイプ・ドローンは 227kg

を空輸する半径 15～30Ｋｍ圏に 110～220Ｋｇを

輸送する 

 

活用事例⑧空撮での利用 

 

 

 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOpoH0nofbAhVKpZQKHSdVBUsQjRx6BAgBEAU&url=https://viva-drone.com/boeing-drone/&psig=AOvVaw3dT38AlUhOnOJLmUvOic6F&ust=1526457338610021
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC54SvnofbAhWCFpQKHUBjDOUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sankei.com/wired/news/160609/wir1606090001-n1.html&psig=AOvVaw3Vt9zfIYP_ZbHFSMQZmhKg&ust=1526457149933363


−4− 

委員会報告   

島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 

成田ＲＣへメーキャップを予定

しています。 

日 時：６月 1日(金)  

点鐘 12時 30分 

例会場：成田ビューホテル  

丸山泰典青少年奉仕委員長 

千葉科学大学ＲＡＣ近況報告 

今春、新入会員が 5名入会し、

会員は 7名となりました。 

【今後の予定】 

次回の例会は 5/22（火） 

点鐘 12時 例会場：危機管理棟 3階です。 

千葉科学大学留学生交流会 6/28（木）予定して

おります。是非ご出席ください。よろしくお願い

致します。 

永澤 信親睦活動委員長 

5/20（日）親睦旅行 

銚子体育館を 6 時 50 分出発し

ます。よろしくお願い致します。 

 

                     

※例会終了後、高橋宏資パスト会長をリーダー

に迎え、次年度第 1 回クラブ協議会が開催され

ました。 

（次年度会長方針・五大奉仕委員長活動計画の発表） 

【出席報告】 

会員総数４２名 出席計算３６名  

出 席：２９名 欠  席：７名   

出席率８０．５６％ 

欠席 青野君・泉君・淵岡君・大里君・富永君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

5/15ＲＡＣ例会 

木曽君・小林君・丸山君・松本君・髙木君 

5/18旭ＲＣ   金島君 

5/22銚子東ＲＣ 高瀬君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 5,000 計 ￥539,250 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 46,636 

米山 BOX ￥ 2,500 計 ￥ 48,730  

希望の風 ￥ ―  計 ￥284,301 

次週のプログラム（５月３０日） 

「観光ＤＭＯについて」  

 ＤＭＯ準備室 佐野 明子様 

お弁当：あぐり（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

６月例会プログラム 

６月６日「新入会員卓話」 

 

６月 13 日 

「夜間移動例会・新旧クラブ協議会」 

点鐘 18 時 会場：太陽の里 

 

6 月 20 日「五大奉仕委員長 退任挨拶」 

 

6 月 27 日「会長・幹事 退任挨拶」 


