
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０２６号（２０１９年１月２９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  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 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ合同例会 

平成 31 年 1 月 29 日(火) 犬吠埼ホテル 

（進行）長谷川弘ＳＡＡ(銚子東ＲＣ) 

例 会 

18:30 

開会点鐘   大内一恭会長(銚子東ＲＣ) 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

お客様紹介  長谷川 弘ＳＡＡ 

会長挨拶   大内 一恭会長 

幹事報告   森 はるみ幹事(銚子東ＲＣ） 

        

卓話者紹介  宮内博出席・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長  

（銚子東ＲＣ） 

18:50 

卓  話 

「ロータリー百周年と東京ロータリークラブ」 

 ヤマサ醤油株式会社 

代表取締役会長 濱口 道雄 様（東京ＲＣ） 

 

謝  辞   大内 一恭会長 

出席報告   両クラブ出席委員長 

19:25 

閉会点鐘   大内 一恭会長 

懇親会 19：30～ 

（進行）中川 進親睦委員長（銚子東 RC） 

前回例会報告（１月２３日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

銚子市長 越川 信一様       

（卓話） 

 

 

会長挨拶 

先週 19日の土曜日、我クラブ副島会員が劇団

TYPEⅡ第 10回公演「メモリークラウド・シンド

ローム」に出演して、銚子クラブより 17名で観

劇してきました。劇場は東京豊島区北大塚にあ

る萬劇場の B2階で客席の 130席はほぼ満席でし

た。17 日から 20 日までの公演大変お疲れ様で

高橋宏資副 SAA 
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した。17日は大里会員、18日は元会員遠山ご夫

妻、19日夜の部は米岡会員とご家族、松本劇団

全員参加でしたので松本劇団パートⅡを期待し

ています。 

 20日の日曜日 9時より、銚子市消防出初式が

銚子市体育館前駐車場で行われ、ロータリーク

ラブとして参加させて頂きました。各地区 10分

団出場団員 510 名、千葉科学大学消防隊 70 名、

出場車両 38車両が、整然と整列し、約 1時間半

寒空の下で式

典が行われま

した。クラブ

として毎年ご

案内を頂き、

久しぶりの出席だったと思います。 

 昨年の火災出動は年間 21件で、前年より 2件

減りました。救急出動は 2871 件で前年より 18

件増加しました。救助出動は 49件で前年より 1

件減りました。消防団員は職業を持っていなが

ら、私たちの気付かないところで消防救助活動

をされています。本当にお疲れ様です。 

若い時に 3 年位ソフトテニスクラブビギナー

ズに参加しました。週に 2 回の早朝テニス、日

曜日は午後から 3 時間、清川町にある銚子庭球

場で、練習終わってからのティータイムが楽し

かったです。メンバー登録は 40名くらいでした

が、早朝練習は 4～5人位、日曜日は 10人位で、

月に 1回の夜の大宴会は 30人以上の参加があり

大いに盛り上がり、5組以上のカップルが結婚さ

れました。銚子市庭球場で検索してみますと、テ

ニスコート 3 面、ネット、審判台、コートブラ

シ、午前 9 時から午後 5 時まで、休場日毎週月

曜日、使用無料となっていました。今テニス全豪

オープンがオーストラリア・メルボルンパーク

で、錦織圭、大坂なおみ選手の快進撃を続けて頂

きたいと思います。 

本日は銚子市長越川信一様の「銚子市政につ

いて」の卓話です。宜しくお願い致します。 

臨時理事会報告 

１）山形鶴岡ＲＣ60周年の件  …承認 

幹事報告 

【週報拝受】 

小見川ＲＣ、旭ＲＣ 

館山ＲＣ 

1. 国際ロータリー人頭分担金

請求書 

…国際ロータリー 

2. 2019-20年度ＲＩ会長テーマ発表 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

3. 2019－20年度地区委員推薦のお願い 

4. ＲＬＩパートＩ開催のご案内（再） 

…ガバナー事務所 

5. インターシティーミーティングのご案内 

…第 8グループガバナー補佐 

6. 平成 30年度千葉科学大学 COC最終成果報告

会の開催について 

…千葉科学大学 

会員の記念日   

結婚記念日 桜井 広和会員(1月 21日） 

創業記念日 宮内 龍雄会員(1月 20日) 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 大岩將道会員 

娘 真理子が 1月 20日（日）

横浜で結婚式をおこない

ました。初めて、子供の結

婚式で、うれしいやら、さ

びしいやらです。 
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✧大ニコニコ 副島賢治会員 

先週は劇団 TypeⅡの公演

に大勢の皆様にお越しい

ただき誠にありがとうご

ざいました。おかげさまで

大盛況の中、千秋楽まで無

事に終えることができま

した。 

 

 

 

 

 

 

卓  話 

「銚子市政について」銚子市長 越川信一様 

今年も銚子の日本一早い初日の出とともに新

年が始まりました。犬吠埼には新しい商業施設

もオープンしました。来年は東京オリンピック・

パラリンピックの年ですが、銚子市はホストタ

ウンに登録されましたので、インバウンド・外国

人観光客の誘致を推進していきたい。銚子港の

水揚げ８年連続日本一のうれしい知らせも届き

ました。１月４日には、３２２キロの本マグロも

水揚げされました。日本で一番最初に新年の夜

明けを迎えるマチの希望をもって１年を歩みた

いと思います。 

  元旦号の全国紙１面に、銚子沖の洋上風力発

電所計画が登場しました。昨年１１月には、「洋

上風力発電法」が国会で可決・成立し、洋上風力

発電の促進に大きな弾みがつくことになりまし

た。国が促進区域を指定し、公募で選んだ事業者

に最長で３０年間の海上の占有を認めるもので

す。国はこの法律に基づき、全国で５か所程度の

促進区域を指定するとされています。 

  銚子沖ではこれまで、洋上風力発電の実証実

験が行われ、この１月から商用運転・商業運転に

切り替わりました。実証実験の結果からも、銚子

沖は洋上風力発電に最も適した海域であること

が証明されていますので、促進区域の指定を確

実なものにしていきたいと思います。 

  大きな国家プロジェクトでもある洋上風力発

電所計画を成功させるためには、何と言っても

漁業との共生、漁業との共存共栄が絶対条件で

す。これまでも銚子漁協と連携してきましたが、

さらなる信頼関係を築きながら、「漁業と共生す

る洋上風力発電」の実現に取り組みます。日本一

の漁業のマチ・銚子で、この国家プロジェクトを

成功させることが、日本の新たなエネルギー政

策を切り開くことにつながる、モデルになる。そ

の決意で全力投球してまいります。 

  第３セクターの地域新電力会社、銚子電力株

式会社も設立しました。地域で発電される電力

を買い取り、地域に安く提供する。電力の地産地

消を図り、その利益を地域貢献に還元する。その

ための会社です。今年４月からは、市内の事業所

や一般家庭への電力販売をスタートさせます。

地域貢献事業も行ってまいります。 

  銚子市政の最大の課題は、人口減少と財政問

題です。財政については、昨年１２月２５日に市

民説明会を開催させていただきましたが、交付

税・市税の大幅な減少によりまして、危機的状況

にあります。楽観的な見通しをお示しすること
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はできません。市民の皆さんとまず、危機感を共

有させていただかなければならないと考えてい

ます。同時に希望も共有させていただきたいと

思っています。 

  「銚子は本当に夕張のようになるのだろう

か？」そんな不安の声もいただきました。 

夕張は、炭鉱の閉鎖などにより、人口が１０分の

１に激減し、リゾート事業の失敗などによって

財政が破綻しました。銚子は、人口減少は続いて

いますが、日本一の漁業があり、農業がある。醤

油産業、水産業も全国有数の実力を誇っていま

す。観光産業もガンバッテいます。強い風を活か

した洋上風力発電の可能性も開けてきました。 

  こんな豊かな人、産業と地域資源に恵まれた

マチが、夕張のようになるわけはない。今、銚子

市の財政を建て直し、収入に見合った支出を確

立していけば、必ず銚子の明るい未来が切り開

ける。そう思っています。 

  歳出を減らすことは、大きな痛みを伴うもの

です。今まであったサービスや事業や施設を休

止したり、廃止したりすることは、誰も喜びませ

ん。行財政改革は、誰にも喜ばれない改革だと言

われます。それでも、現在の収入に見合った行財

政改革を進めていかなければなりません。市民

の皆さんにも痛みをお願いし、我々、市の職員も

痛みを担い、共有する。そして、建て直しのため

の対応策を実行し、赤字の発生を防がなければ、

信用不安を招くことになります。 

  限りある財源を何に使うのか、取捨選択をし

ていかなければなりません。同時に、税金を使わ

なくても、豊かさや幸福を実感できる地域づく

りを市民の皆さんと共に考え、進めていく必要

があります。 

  自治体の使命は、未来に責任を持つことです。

銚子市の財政を必ず建て直し、未来を切り開く。

皆さんと危機感と希望を共有し、この難局を乗

り越えていきたいと思います。 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３６名  

出   席２９名   欠 席 ７名   

出席率８０．５６％ 

欠席者： 青野君・泉君・村田君・佐藤君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

インターシティ ミーティングのご案内 

本年度Ｉ・Ｍは、当クラブ高橋宏資ガバナー補佐主

催によりテーマを「親睦と友情」とし、ご家族の皆様に

もご参加頂き、下記の通り開催いたします。 

 

日 時 平成３１年３月１０日(日) 太陽の里 

１２：３０ 受付開始  

１３：００ 点  鐘  

１５：３０ 懇 親 会 

∼１７：３０  

講演・実演    

「 狂 言 」  大蔵流家元 大蔵 弥太郎 様    

会 費   全員登録制につき年会費と一緒に徴収済 

家族会費 ２千円 

 

 

 

                         

ニコニコ BOX ￥23,000 計 ￥331,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 29,712 

米山 BOX ￥ 2,803 計 ￥ 31,021 

希望の風 ￥ ―  計 ￥176,350 

次週（2 月 6 日）のプログラム 

「銚子は津波に強い街なのか」 

千葉科学大学 危機管理学部 

航空技術危機管理学科 教授 戸田 和之様 

                お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


