
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０２８号（２０１９年２月１３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 

「千葉から世界チャンピオン」～諦めない心～ 

三谷大和スポーツジム 会長 三谷 大和様 

 

前回例会報告（２月６日） 

点鐘：金島 弘会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

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       

（卓話） 

会長挨拶 

1 月 29 日（火）18 時 30 分より、銚子・銚子

東 RCの合同例会が犬吠埼ホテルで行われて、銚

子 RC33 名、銚子東 RC27 名の出席を頂き、両ク

ラブ今年度最高の出席数でした。「ロータリー百

周年と東京ロータリークラブ」と題して、ヤマサ

醤油株式会社 代表取締役会長 濱口道雄様に卓

話して頂き、東京 RCの歴史を感じる事ができま

した。懇親会では、RCではあまり見ることのな

い淵岡会員奥様ひとみさん他 4 名による素晴ら

しい本格的なフラメンコを拝見させて頂き、会

場内だれ一人席を離れることなく、素晴らしい

ショータイム大変ありがとうございました。 

 2 月 2 日（土）13 時から三井ガーデンホテル

千葉で、次年度クラブロータリー財団委員長、社

会奉仕委員長、国際奉仕委員長、補助金管理セミ

ナーが行われて寺内会員、神津会員、宮内龍雄会

員 3 名が参加してくれまして、いよいよ次年度

の準備です。 

2月 2日（土）～3日（日）第 42回 RYLAセミ

ナーが南房総市岩井海岸 甚五郎で行われ、小林

昭弘青少年奉仕委員長、千葉科学大学ローター

アクトクラブ若杉美言会員が参加してくれて 

本日のソングリーダー 

米岡 孝会員 
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2日間とも天気も良く、気温も温かくとても参加

しやすい環境で、怪我人、病人を出すこともな

く、大成功の RYLAセミナーでしたと報告を受け

ました。 

2月は平和と紛争予防/紛争解決月間、2014年

10 月 RI 理事会で 2 月を重点分野とした。紛争

予防と仲裁に関する、若者（将来にリーダーにな

ることが望まれる人）を対象とした研修の実施、

紛争地域における平和構築の支援、平和と紛争

予防/紛争解決に関連したし仕事に従事するこ

とを目指す専門職業人のための奨学金支援を強

調する月間である。1905年 2月 23日は、ロータ

リーの創始者ポール・ハリスが、友人３人と最初

に会合をもった日であり、この 2月 23日を祝う

創立記念日は、「世界理解と平和の日」として順

守されています。この日、各クラブは国際理解、

友情、平和へのロータリーの献身を特に認め、強

調しなければならない。 

第 8 回定例理事会報告 

１）２月３月４月プログラムの件   …承認 

２）合同例会決算案の件       …承認 

３）ＩＭの件          …継続審議 

４）クラブ協議会の件        …承認 

５）中間決算案の件         …承認 

６）米山奨学生受け入れとカウンセラーの件 

…2/15までに決定 

７）小林会員退会承認・青少年奉仕委員長後任の件      

…承認 後任：佐藤直子会員 

８）ロータリー手帳購入の件    …承認 

９）銚子ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 55周年記念例会の件 

…承認 

幹事報告 

【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 平和と紛争予防/紛争解決月間ﾘｿｰｽのご案内 

2. 2019年決議審議会 立法案提出のお願い 

…ガバナー事務所 

3. 次年度クラブアドレスの確認 

…ガバナーエレクト事務所 

4. 確定申告用領収証送付 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学委員会 

5. 抜萃のつづり その七十八 

…熊平製作所 熊平雅人様（東京ＲＣ） 

6. イベントのお知らせ（千葉科学大学留学生別

科書初め展示） 

…銚子市国際交流協会 

7. 55周年記念例会開催のご案内 

…銚子ライオンズクラブ 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

2月 12日（火）点鐘 18：30 場所 梅田屋  

夜間移動例会（観梅会）のため 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 3月の例会 

3/12日(火)・18日(月)・28日(木) 

予備日 29 日(金)のいずれも 16:30～行う予定です。 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

結婚記念日  

上総 泰茂会員（1月 24日） 

金島  弘会長（1月 27日） 

島田洋二郎会員（1月 29日） 

副島 賢治会員（1月 30日） 

泉  英伸会員（2月 2日） 

入会記念日  

泉  英伸会員（1月 24日） 

大里 忠弘会員（2月 5日） 

創業記念日  

島田洋二郎会員（2月 1日) 

桜井広和会員 金島弘会長 阿天坊俊明会員 山崎芳樹会員 

（1月 31 日）（1月 26 日）（1月 27 日） （2 月 5日） 
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ニコニコＢＯＸ  

✧銚子東ＲＣ大内一恭会長・森はるみ幹事 

 

合同例会多くの会員の

皆様に参加頂きありが

とうございました 

 

✧小林昭弘青少年奉仕委員長 

2/2(土）～3日(日）

第42回ＲＹＬＡセミ

ナーに千葉科学大学

ＲＡＣ若杉さんと参

加して来ました。 

 

✧櫻井公恵幹事 

明日 7 日銚子市体育館にて弊

社展示会を開催します。9：00

～16：30までですが、通りが

かりにでもぜひ ひやかしに

お立ち寄り下さい。お名刺を

いただければ入場ＯＫと受付に指示しておきま

す！ 

卓  話 

「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 

三方を海で囲まれた銚子は、古くから頻繁に

津波の被害に遭ってきました。銚子を襲った主

な津波は延宝地震(1677)や元禄地震(1730)で、

地球の反対側から来襲したチリ地震(1960)でも

人的被害が生じました。最も大きな津波は延宝

地震津波で、波の高さは 8 m程度と考えられて

います。近年の地質調査に基づいた研究では 17 

mにも達しており、君ヶ浜から名洗町に波が抜け

たといった説もあります。 

東日本大震災における銚子の最大波高は 2.4 

mとされていますが、これは川口町にある検潮所

での値であり、波の高さは地形によって大きく

異なります。実際に、銚子マリーナにおける最大

波高は 4 m程度でした。津波は海に突き出た地

形に集中する性質があるため、銚子は周辺地域

よりも波が高くなる傾向に、最近の報告におい

て、南海トラフを震源とする最大級の津波が発

生した場

合は、神栖

市や旭市

よりも高

い 9 mの津

波が予想

されてい

ます。 

これにも関わらず、銚子は津波に対して比較

的強い街と私は考えています。これは、津波が低

いということではなく、標高が高い場所がある

という意味です。銚子において波が高くなる場

所は君ヶ浜（標高 7 m程度）と屏風ヶ浦（20 m

～50 m程度）付近で、幸いどちらも標高が比較

的高く、海岸付近の住民もほとんどいません。 

津波は低い場所を遡上しますが、その典型が

河川です。銚子における被害の拡大は、沿岸地域

よりもむしろ利根川沿いが浸水した場合でしょ

う。市街の海抜は 7 m程度で、そこに 2 m前後

の高さの堤防があります。東日本大震災の津波

は辛うじて堤防を越えませんでしたが、延宝津

波の規模が来襲すると越える可能性はあります。

堤防で食い止めていた波が越流すると、海水が
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３月例会プログラム 

３月 水と衛生月間  

6日 「未定」 

宮内 龍雄会員 

13 日「仕事をしていて最近思うこと」 

松本 恭一会員 

20 日「銚子ＲＣ入会と思い出の支援活動」 

宮内 秀章会員 

 27 日 創立記念例会 卓話  

島田洋二郎会員 

一気に下るので、猛烈な速さで流れ込んできま

す。ただし、堤防は越流までの時間を遅らせま

す。その間に高台等への避難を完了させておか

ねばなりません。 

銚子市は津波ハザードマップを公開していま

す。これは8 m程度の津波（延宝地震）を想定

して作られたものであり、これよりも浸水域が

拡大する可能性はあります。ただし、銚子の地

形は高低差がはっきりしているので、津波の高

さが多少違っていても、浸水域は大きく変わり

ません。この意味において、銚子市の津波ハザ

ードマップは非常に有効と言えます。また、海

溝との位置関係から、巨大津波が襲って来ると

すれば、地震発生後20～30分程掛かると概算で

きます。さらに、現在、防潮堤（海と陸との境

にある堤防）を津波にも対応するように改修工

事を行っています。これにより、仮に巨大津波

が防潮堤を越えたとしても、それまでの時間は

稼げます。銚子の場合、これは高台に避難する

ことが可能な時間です。結局、銚子が「津波に

強い街」を実現するには地の利を生かす住民の

事前準備なのです。生活圏の地形を理解し、ど

こへ、どうやって、誰と、何を持って避難する

かということを、普段から想像力を膨らませて

考えておくことなのです。「津波に強い街」と

は、単に行政による防災設備ではなく、住民一

人ひとりで創りあげてゆくものではないでしょ

うか。 

委員会報告 

松本恭一クラブ研修・情報委員長 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友２月号 読みどころ紹介 

 

大里忠弘国際奉仕委員長 

銚子市国際交流協会 

からのお知らせ 

千葉科学大学留学生別科

「留学生書初め展示」 

期日：2/1（金）～2/15（金） 8：30～17：15 

場所：銚子市役所 庁舎玄関前ホール 

近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３８名  

出   席２７名   欠 席１１名 出席率７１．０５％ 

欠席者： 青野君・淵岡君・木曽君・村田君・信太君

須永君・高瀬君・鈴木君・高橋宏明君 

富永君・山崎君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥29,000 計 ￥360,060 

スモールコイン ￥ 2,120 計 ￥ 31,832 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 31,021 

希望の風 ￥23,000 計 ￥199,350 

次週（２月２０日）のプログラム 

「㊙健康術について」 

千葉科学大学 薬学部 

薬学科 教授 田井中 幸司様 

               お弁当：あぐり（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


