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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  金 島   弘 

副会長 宮 内 秀 章 

幹 事 櫻 井 公 恵 

会 計 常世田 祐 一 

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   

2018-2019年度 ＲＩ会長テーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 
ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

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 

ガバナー橋岡久太郎 (佐倉中央RC)  

広報・会報委員会   

委員長 永澤 信  副委員長 島田洋二郎 

委  員  大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「大同生命創業者・廣岡浅子と 

ロータリーの意外な関係」 

   銚子東ＲＣ 藤﨑 一成様 

 

前回例会報告（７月２５日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング： 

四つのテスト 

 

ビジター紹介： 

銚子市教育委員会 教育部 

生涯学習スポーツ課 体育館長 飯笹 博充様 

銚子東ＲＣ 会長 大内 一恭様（卓話） 

銚子東ＲＣ    澤田 武男様 

 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。今日は建築基準法につい

てお話させて頂きます。昭和 25年法律第 201号 

建築基準法は、国民の生命・健康・財産の保護の

ため、建築物の敷地・設備・構造・用途について

その最低基準を定めた法律です。 

1970 年、それまであまり実効的でなかったこ

の法律は、大幅に改正され，違反是正措置の強

化，避難規定の強化、建築物集団基準の整備など

が図られました。 1976 年には隣地に対する日

照確保に関する規定を設けるなどの改正が行な

われました。 

その後 1987 年の改正では都市部の再開発を

推進するための規制緩和に力点がおかれました

が、1992 年改正では逆に土地利用の規制が強化
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されました。 

さらに 1998年には、建築材の材質、寸法など

を一定の強度を満たすことを要件にした「性能

規定」に変更したほか、建築確認や検査の手続を

民間業者にも開放するなどの改正がされました。 

以上 9 次までの改正に続き、2002 年の第 10

次改正では「町づくり」に関する都市計画の提案

制度の創設、用途地域における容積率の選択肢

の拡充のほか、シックハウス症候群対策のため

の規制も導入されました。このように、建築基準

法は時代とともに、より安全や快適を求めて何

度も改正されてきました。 

本年６月に起きた大阪北部地震では、ブロッ

ク塀の倒壊により幼い女の子の命が奪われまし

た。何気ない日常に溶け込んでいた通学路のブ

ロック塀が地震によりとんでもない凶器と化し

たのです。 

ブロック塀に関する法律は、昭和 53年の宮城

県沖地震の被害を踏まえて、昭和56年6月1日、

建築基準法が大幅に改正されました。 

組積造のブロック塀の場合の点検チェックポイ

ント 

１、塀の高さは地盤から 1.2ｍ以下か 

２、塀の厚さは十分か 

３、塀の長さ 4ｍごとに塀の厚さ 1.5 倍以上の

突出した控え壁があるか 

４、基礎があるか 

５、塀に傾き、ひび割れはないか 

６、基礎の根入れ深さは 20ｃｍ以上か 

ブロック塀が 1.2ｍ超（ブロック６段越）の場

合は 3.4ｍ以内ごとに控え壁を設置するなどの

安全対策を取らなければなりません。高さは最

高 2.2ｍ、ブロック 11段までです。心配なこと

があれば、専門家に相談しましょう。 

 

 

幹事報告  

【週報拝受】 

小見川ＲＣ、八日市場ＲＣ 

【活動計画書拝受】柏ＲＣ 

1. 国際ﾛｰﾀﾘｰ人頭分担金請求書 

…RI日本事務局 

2. 地区補助金決定通知書 

3. 市原 RC事務局・例会場変更のお知らせ 

4. ガバナーエレクト事務所開設ご案内 

5. 国際奉仕委員会アンケートのお願い 

6. ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ国際大会についてのｱﾝｹｰﾄのお願い 

7. 奉仕プロジェクト推進セミナーのご案内 

…ガバナー事務所 

8. 普通寄付金申告用領収証受付開始のお知らせ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9. 会報送付お礼      …ＧＥ諸岡靖彦様 

10. 2017-18年度Ｒ情報研修会・ＩＭ報告書 

…2017-18年度第 7分区Ｇ補佐中村亮太様 

11. 女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ台湾代表ﾁｰﾑの世界選手権大会 

応援ツアーのご案内 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

12. お礼状 

…第 68回社会を明るくする運動推進委員会 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

8月 1日(水) 15日(水)定款第 8条第 1節Ｃによる

休会 

  29日(水)納涼例会 18時 30分 春本 

成田空港南ＲＣ 

8月 16日(木) ・30日(木)休会 

  23日(木)移動例会納涼会 点鐘 18時 

成田ビューホテル 

旭ＲＣ 

8月 10日(金)定款第 8条第 1節Ｃにより休会 

  31日(金)夜間例会 点鐘 18時 30分 

会員の記念日 

創業記念日  鈴木 達也会員(7月 19日) 
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ニコニコＢＯＸ なし 

卓  話        

「大内一恭のファミリーヒストリー」 

銚子東ＲＣ 会長 大内 一恭様 

銚子東ロータリークラブ大内と申します。い

つも銚子クラブの皆様には大変お世話になって

おります。また、先日の銚子ロータリークラブ

3000 回記念例会成功裏に終わりましたところ心

よりお喜び申し上げます。 

諸岡ガバナーエレクトのロータリーに対する造

詣の深さにはさすがガバナーになる方は違うな

と思いました。懇親会での金島会長ファミリー

による鳴り物は本当にすばらしかったです。奥

様、3人のご子息とお嫁さんにお孫さんと家族だ

けで演奏がくめる事本当に感服いたしました。

昨年の松本会長の“劇団松本”といい、本当に銚

子クラブの皆さんは芸達者な人ぞろいですね。 

さて、今回卓話を引き受けなければならなか

ったのは、5月に信太さんに銚子東ロータリーの

卓話をお願いしたところ２つ返事でお引き受け

頂き“共感力”と題してお話していただきまし

た。いつもながらの迫力ある、そして若くして社

長になられた経験にもとづくお話には大変“共

感”いたしました。 

今回“大内一恭のファミリーヒストリー”とし

たのはＮＨＫの番組“ファミリーヒストリー”か

らとったもので実は３年前に一度東クラブの卓

話で“大内家のルーツ”としてお話ししたもので

す。 

まず自己紹介をさせて頂きます。私は昭和３

４年１月５日生まれで来年ちょうど還暦を迎え

ます。東京で６年程サラリーマン勤めをして２

９才のとき銚子にもどり父の起業した大丸タク

シーに入社し現在にいたっております。 

家族は妻と一男一女です。息子は今年就職し、

現在倉敷にあるＪＦＥ西日本製鉄所に勤務して

います。西日本豪雨では工場も被災したそうで

す。彼の住んでいる独身寮に、被災した家族が身

をよせている方もいるとの事です。改めて死者

行方不明者の方々に哀悼の意を申し上げます。

一日もはやい復興を願うばかりです。 

娘はこの２月２０日に男の子が誕生、とうと

う私も“ジィジィ”になりました。８月に家族で

帰省するとの事なので楽しみにしているところ

です。 

以前信太さんに大内と大里の関係はどういう

関係ですかと質問を受け説明したのですが，150

年前の話を理解して頂くことは出来ませんでし

た。 

「大内家家系図」をみて頂きますと父恭平の

祖母カメが、大内昌、トヨの一人娘でした。一人

娘のカメを９代目大里庄治郎の養女としたため

６０年後に大里の次男として生まれた父が大内

に養子にはいり大内家を存続させたのです。 

今日カメの父親である大内昌のお話をしたい

と思います。これからの話は、父の実母大里なか

が昭和４３年に亡くなった際、その遺品から「大

内家に関する書類一式」がでてきました。それま

で父にとって大内に関する手がかりは何もなか

ったので、そこから父のルーツ探しが始まりま

した。 
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大内昌は現在の茨城県那珂市にて水戸藩の下

級武士として生まれました。維新によって武士

としての職を失い、明治７年に銚子に来て、８代

大里庄治郎の妹と結婚、明治１０年に西南戦争

に官軍の警視庁抜刀隊として参戦し、鹿児島か

ら船にて帰路の途中コレラにかかり４８名を乗

せた船は東京湾にはいることを許されず、横須

賀にて治療をうけるも１０月２７日に亡くなり

ました。 

それがお手元のコピーにある官軍墓地です。

父は昭和４４年以降、唯一の遺族ということで、

毎年慰霊祭に参加して来ました。３年前から榊

原さんが遺族として一緒に参加していただいて

います。簡単ですが、以上でお話を終わりにした

いと思います。 

近県野球大会 助成金交付 

 

 

 

 

 

 

 

第 4４回 関東近県中学生選抜野球大会  

会 場：銚子市野球場 

開会式８/１８日(土)午前 8時 

金島弘会長による始球式 

閉会式  １９日(日)午後４時頃（予定） 

メダル授与をしていただきます。 

※メークアップの対象です。 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名  

出席計算３４名  

出席：２９名 欠席：５名  

出席率８５．２９％ 

欠席 宮内（秀）君・永澤君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

7/24 八日市場 RC  

石毛充君・宮内(龍)君・高橋宏資君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

                                  

女子ソフトボール台湾代表チーム来銚に伴い 

26 日(木)犬吠埼ホテルにおいて歓迎レセプション、

翌日強化試合が行われました。 

（銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 4,000 計 ￥64 ,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  2,231 

米山 BOX ￥ 2,400  計 ￥  4,801 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 25,100 

次週のプログラム（８月８日） 

「会員増強は、クラブと会長の最重要課題」 

地区会員増強・維持拡大委員会 

委員長 櫻井 守様 （千葉 RC） 

お弁当：入船 （幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 


