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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 

「銚子ＲＣ入会と思い出の支援活動」 

宮内 秀章会員 

前回例会報告（３月１３日） 

点鐘：金島 弘会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジターなし 

 

会長挨拶 

10日（日）、犬吠埼太陽の里で、第 8グループ

高橋宏資ガバナー補佐主催によるインターシテ

ィー・ミーティングに、銚子クラブより会員 26

名、事務局、家族 5名の参加を頂き、総勢 91名

の登録大変ありがとうございました。 

12 日（火）千葉科学大学ローターアクトクラ

ブの例会に RAC 須永委員長、櫻井幹事、会長で

参加してきました。 

本日は「東日本大震災での銚子の被害状況等」

についてお話します。2011年 3月 11日から 8年

が経ちました。当時、銚子市では、死者行方不明

者は出なかったものの、全壊 29棟、大規模半壊

24 棟、半壊（床上浸水含む）121 棟、一部損壊

1943 棟の被害がありました。この数は世帯被害

数であり、工場、倉庫などは含まれていません。 

【津波浸水被害】 

 市内では、津波によって利根川沿いから太平

洋沿岸にかけて市域の 3.6％にあたる 2,997 ㎢ 

が浸水し、被害が発生しました。このうち市内南

部の沿岸域に位置する外川町、潮見町、名洗町で

は津波による大きな被害が発生しました。三崎

町や小浜町では、津波の浸水深が４ｍを超える

箇所もありました。また利根川河口沿いの大橋
本日のソングリーダー：大里忠弘会員 
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町、新生町、川口町の地域にかけても、太平洋か

ら遡上した津波によって住宅や道路の浸水被害

が発生しました。 

【施設被害と被害額】 

水産関連施設に大きな被害が発生し、銚子の

水産業にとってダメージを受けました。特に漁

船、漁港及び水産加工場では被害額が最も大き

くなりました。水産加工場は漁港や市場に隣接

した低い土地に立地しますので、津波による浸

水被害を受けやすかったことがうかがえます。

学校や道路などの公共施設をはじめ、農業や畜

産業の施設、商工や銚子マリーナ等の観光施設

についても被害がありました。これらの被害総

額は 64億 7,152 万円に及びました。 

 建物等の被災に対しては火災保険、地震保険

に予め加入しておくことが大切です。しかし保

険金や義援金では救えないのが人の命です。大

地震のあと津波が来るまでの時間は早ければ 5

分です。もしもハザードマップで津波到達予想

区域に生活している場合は、最短で避難できる

方法を確認しておく必要があります。そして、寝

ている間に大地震が起きても潰れない頑丈な家

に住む事もとても大切なことです。 

 

幹事報告 

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

1. 2019 学年度ロータリー米山記念奨学金オリエ

ンテーションのご案内 

2. 財団寄付月次レポート 2月のご案内 

3. 海外派遣実態アンケート集計結果 

4. 2019-20学年度米山奨学生のお知らせ 

…ガバナー事務所 

5. 3/5会報拝受 

…千葉西ＲＣ  

 

 

会員の記念日   

結婚記念日 

猿田 正城会員（3月 10日） 

 

創業記念日 

泉 英伸会員（3月 9日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧第 8グループ高橋宏資ガバナー補佐 

 

今回とても充実したすば

らしいＩＭとなりました。

御協力いただきました銚

子ＲＣの会長、幹事を始め

皆様に感謝申し上げます。 

 

 

✧金島 弘会長 

ＩＭ大勢の参加ありがとう

ございました。会長として

女房にも協力を頂くので明

日より 3 泊 4 日で石垣島に

行って来ます。無理やりお

願いして？ 

 

 

✧松本 恭一会員 

本年度 2 回目の卓話をやら

せていただきます。 
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卓  話 

「仕事をして最近思うこと」 

松本 恭一会員 

本年度２回目の卓話になります。前回はクラ

ブ研修情報委員長の立場でロータリーについて

の話をしましたので、今回は仕事の話をさせて

いただきます。最後までお付き合い下さい。 

 まず簡単に自己紹介させていただきます。１

９５７年（S３２）生まれ、いつのまにか還暦も

過ぎました。父親は銚子市出身ですが私は市川

市出身、銚子へは年１、２回墓参りに来ていた程

度でした。くわしい事情は省略しますが、父親の

強い意向があり、元々の家業銚子倉庫株式会社

に突然入社することになり、銚子に移り住みま

した。それが１９８４年７月、２７歳の時です。

従いまして、大部分の皆様方のように家業をや

がては継ぐのだと自覚していたわけではなく、

仕事の知識、知り合いもゼロからの銚子でのス

タートでした。 

 会社、銚子倉庫株式会社の紹介をさせていた

だきます。会社設立は１９１１年（M４４年）３

月、従いまして今年で１０８年、４月より１０９

期目に入ります。歴史だけはあるようで、ある資

料によると、千葉県内の亥年設立の法人として

は最古なのだそうです。ちなみに２番目に古い

のはイオンモール株式会社（設立時は岐阜繭糸

株式会社）が同年１１月設立。買収と社名変更、

業態変更など重ねて今日に至ったようです。一

方、当社はずっと銚子で倉庫業を営んでいます。 

 ついでに明治時代の銚子市の会社について調

べてみました。最も古い会社は、銚子汽船株式会

社で１８８１年（M１４年）１２月設立。株式会

社ぎょうけい館も古く１８９９年（M３２）９月

設立。金融機関も早くから出店していて、最古が

川崎銀行銚子支店の１８９３年（M２６）、後の

三菱銀行です。次いで銚子銀行、川崎貯蓄銀行、

武総銀行と続き、後の富士銀行となる豊国銀行

銚子支店も１９０８年（M４１）に出店しました。

東濱口家、西濱口家も銀行経営には大きく携わ

っていたようです。こうしてみますと、明治期の

銚子は地域の有力者が出資し会社を興し、銀行

も早くから出店していて進取の精神溢れた地域

だったと想像できます。 

 当社の荷主さんは戦前から大きく変わってい

ません。米穀（主に政府米）と缶詰用空缶が主力

ですが、特に最近は缶詰（サバ缶）ブームになり

ましたので、缶詰業界についてのお話をさせて

いただきます。 

 缶詰製造業は銚子の重要な産業ですが、会社

数をみますと１９５６年（S３１）の１１社から、

私が銚子にきた１９８４年（S５９）には６社に

なり現在は２社と激減しました。波崎町の２社

と合わせこの地域の缶詰会社は４社のみです。

この３５年間を見ても、１９８５年のプラザ合

意後の円高で輸出が激減したこと、漁獲量の不

安定さなどもあり、経営には大変苦労が多かっ

たことだろうと感じます。 

 昨今の缶詰特にサバ缶ブームは、２０１１年

の大震災をきっかけに始まりました。ブームの

要因のひとつは、缶詰本来の常温での備蓄機能

が見直されたということ。ふたつ目は、缶詰一大

生産拠点である東北復興の元、東京の食のプロ

デューサーたちが立ち上がり今までになかった

お洒落な缶詰を開発し、新しい顧客を創造した

こと（東の食の会など）。そして三番目は、何と

言っても健康に良いということでマスコミに何

度も取り上げられたことが大きかったように思

います。その結果、サバ缶の市場規模は、２０１
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４月例会プログラム 

４月 母子の健康月間  

３日 「銚子会社始め」大里 忠弘会員 

10 日 お花見移動例会 猿田神社 社務所 

「童謡 夕焼け小焼け」 

猿田 正城会員 

17 日 「未定」 

社会福祉法人 恵和会 

特別養護老人ホーム さざんか園 

菅谷 智之様 

 24 日 「未定」  

色彩スクール カラースタジオ ワック 

押田 博子様 

 

5 月 1 日定款第 8 条第 1（ⅽ）により休会 

７年対前年比３５％増加、１８年は同じく５

３％の増加と驚異的な伸びになりました。そし

て忘れてならない最大の要因は、各缶詰会社が

永い間地道に努力し取り組んできたことの結果

だと思います。缶詰の流通に少しではあります

がかかわっている当社としても、大変うれしい

出来事です。 

 今後ですが、永く続いた会社をどのように持

っていくか、後継者をどうするか経営者として

の悩みは尽きません。息子は東京で勤めており

ますが、戻って来るかは本人の意思を尊重する

つもりです。取りあえずは自分自身の健康と精

神的な若さを保ちながら、７５歳くらいまでは

現役で頑張ります。 

 最後に、スティーブン・ホーキング博士がこの

ような言葉を遺しました。「広大な宇宙に目を向

け、地球上の問題の解決に努めよう」。色々な意

味にとることができますが、広大な宇宙とは歴

史、哲学、自然の摂理などの事でしょうか。なん

となく好きな言葉ですので紹介させていただき

ました。まとまりませんがこれで卓話とさせて

いただきます。ご静聴ありがとうございました。 

 

【出席報告】 

会員総数３９名 出席計算３７名  

出   席２９名 欠   席 ８名 

出席率 7８．３８％ 

欠席者：石毛（英）君・宮内（龍）君

永澤君・信太君・高瀬君・鈴木君 

高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

3/12 銚子東ＲＣ 永澤君・大岩君・高瀬君 

3/12ＲＡＣ例会 金島君・櫻井（公）君・須永君 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 13,000 計 ￥404,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 37,052 

米山 BOX ￥  2,700 計 ￥ 38,621 

希望の風 ￥ ― 計 ￥228,450 

次週（３月２７日）のプログラム 

創立記念例会 

「ロータリー希望の風に因んで」 

島田 洋二郎会員 

お弁当：茂利戸家（鰻重） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


