
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０３４号（２０１９年３月２７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 

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 

前回例会報告（３月２０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 

ビジターなし 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

 3 月 18 日（月）千葉科学大学ローターアクト

クラブ例会に須永 RAC 委員長、櫻井幹事が出席

してくれました。19 日（火）午後 2 時より銚子

勤労コミセンで、平成 31 年春の全国交通安全運

動実施説明会が行われて、私が出席してきまし

た。本年春の全国交通安全運動が、5 月 11 日（土）

から 5 月 20 日（月）までの 10 日で実施されま

す。 

 統一地方選挙について、地方自治体の首長と

議員の選挙について、投票日などの期日を統一

して全国一斉に行うものです。戦後間もない昭

和 22 年 4 月に当時新しく制定された地方自治

制度に基づいて始まり、今回が 19 回目になりま

す。選挙期日を統一するのは、経費を節約すると

ともに有権者の

関心を高める狙

いがあります。 

 全般的に、統

一地方選挙の対

象 と な る 選 挙

は、市町村の合

併 や 首 長 の 辞

職、議会の解散

などで回を重ね

るごとに減少し

てきているもの

の、前回は全体

の 27.5％にあたる 984 の選挙が実施されました。 

 銚子市は非常に投票率が低く、平成 29 年 10

月に行われた第 48 回衆議院総選挙 44.59％、29

年 4 月に行われた銚子市長、市議会議員補欠選

挙 52.57％、平成 29 年 3 月に行われた千葉県知

事選挙 31.29％で千葉県内 44 位でした。平成 28

年 7 月に行われた第 24 回参議院議員通常選挙

46.03％、平成 27 年 4 月に行われた銚子市議会

議員選挙は 51.17％、県議会議員選挙は無投票で

した。 

〈地方議員のなり手不足〉 

2015 年の統一地方選挙で改選定数に占める無

投票当選者の割合は、政令指定都市を含めた市

議の 3.3％に対して、町村議が 21.8％に上った。

昨年 7 月時点で町村議の 75％を 60 歳以上が占

めるなど高齢化が進行。都道府県議の無投票当

選も改定数の 21.9％に達し、1～2 人区の多さが

高橋副ＳＡＡ  ソングリーダー泉会員 
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選挙戦になりにくい理由とされています。 

幹事報告 
【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ、旭ＲＣ 

1. 2019年ﾛｰﾀﾘｰ国際大会：投票代議員用の書類 

ＲＩ 

2. ﾊﾝﾌﾞﾙｸ国際大会信任状と締切りについて 

3. 地区研修協議会クラブ登録のお願い  

4. ロータリー「広報用グッズ」情報提供のお願い 

5. 訃報のお知らせ 

（2018－19年度 第４ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐山崎善雄様逝去） 

…ガバナー事務所ﾊｲﾗｲﾄよねや

ま２２８ 

6. 奨学生世話依頼について 

…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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大岩將道会員   須永清彦会員 

（3月 20日）   （3月 15日） 

 

結婚記念日  

村田  等会員（3月 18日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧宮内 龍雄会員 

去年 6 月よりの沖縄伊平屋島村向と鹿児島向の

工事が無事終了しました。少しは楽ができるは

ずですが、ぜんぜん楽になりません。 

✧宮内 秀章会員 

本日、卓話を致します。宜しくお願いします。 

✧石毛 充会員 

今月９日に中学校、１６日に小学校で 3 人の孫

が無事卒業致しました。４月になったら入学で

また、ニコニコ出させて頂きます。 

✧泉 英伸会員 

本日、銚子市役所法律相談最終日です。銚子市の

頑張りと市民サービスの充実・法律相談の再開

を期しております。 

卓  話 

「銚子ＲＣ入会と思い出の支援活動」 

宮内 秀章会員 

こんにちは。今日は私がこの銚子ロータリー

クラブに入会してからの思い出そして印象が強

かった支援活動についてお話しをさせていただ

きます。 

まず、ここ三週ほど先輩会員からは仕事の話

しがありましたので、私も初めに自身の職業に

ついて少し話をさせて頂きます。私は父が創業

しました２代目として、主にガソリンスタンド

を初めホテルや工場等で使用致します燃料の配

送、またお米、自動車関連等を取り扱っておりま

す。 

そしてもう一方の会社でウォーターサーバー

という水の販売を行っております。こちらは父

親が亡くなってから立ち上げ、今年で１０期目

を迎えます。当初は認知度も低くなかなか苦戦

いたしましたが、ようやく法人また一般家庭に

も普及されるようになりました。 

その中でもやはりメインは石油の販売であり

ます。この石油業界、皆さんもご存じの通り２０

年あまり非常に厳しい時代を歩んでおります。

ちょうど大きく変わりだしたのは１９９６年前

後からであります。この年に特定石油製品輸入

暫定措置法が廃止され、元売りと呼ばれる石油

精製業者以外の誰でもガソリンを輸入販売でき

るようになってからのことです。そして石油市

場規制の自由化ということで、ガソリンスタン

ドの設置規制などが段階的に撤廃され以降、異

業種の参入やセルフ給油の解禁と目まぐるしく

変わっていき激しい価格競争も続いております。 

ガソリンスタンドの件数は、全国でおおよそ

１９９４年の 6 万４２１カ所をピークに２１年

後の２０１５年には 3 万２３３３カ所と、ほぼ

半減してしまいました。そういった中、私どもも

生き残りをかけもっと地域のつながりを大切に、

お客様が求めていることにいち早く気づき適切
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に対応していく。そして、それが着実に実践でき

たならば、まだ活路を見いだせる！と信じ「お客

様を求めるな、お客様に求められる企業・人材に

なれ」という企業理念のもと日々スタッフと共

に取り組んでおります。しかし、これからもまだ

まだ、燃料転換などの沢山の問題が残っており

ますが、焦らず出来ることから一歩一歩前に進

んで行けたらと考えます。 

次に、私の銚子ロータリークラブへの入会の

きっかけは、平成 19年に宮内清次会員、信太会

員よりお話しをいただきました。しかし、ちょう

どこの年に父が亡くなったこともあって１年間

時間を頂戴し、翌年の平成 20年、再度入会の手

続きを進めていただき、無事６月４日この銚子

ロータリークラブに入会させていただけること

になりました。 

一緒に入会を迎えたのは、金島会長と当時の

朝日生命の所長でありました藤崎会員と私 3 名

であります。初めての出席がキャルネドサント

ゥールで行われた例会及び新旧クラブ協議会で

今でも大変緊張したことを覚えております。入

会後は、夜開かれるクラブ研修の勉強会への参

加、またゴルフ会への参加と徐々にクラブや会

員の皆さんに溶け込んでいきました。気が付い

てみますと、入会後は例会で会ったり、夜お酒を

飲んだり、ゴルフに行ったりと生活の中で一番

ロータリーの皆さんとお会いする時間が長くな

り、知らず知らずのうちにまた会ってお話しで

きる事が楽しみになっていきました。 

何年か委員長を務めさせていただき、２０１

３－１４宮内栄会長の年度には幹事を務めさせ

ていただきました。宮内栄会長のスローガンで

あります全員野球のもと一年間務めていったわ

けですが、この年も沢山の思い出が残りました。

フィリピンのサウスダバオロータリークラブメ

ンバーの来銚や、当時の佐藤直子親睦委員長が

企画した伊豆への親睦旅行などです。 

伊豆への親睦旅行ですが、この年度は日帰りで

はなく１泊で行ってまいりました。米山梅吉会

館の見学をはじめ盛り沢山で、宿は稲取の銀水

荘に宿泊しました。宿のスタッフの素晴らしい

対応に感心しながら、女将と記念撮影と館内で

も楽しい時間を過ごしてまいりました。 

また、１１月１２日にはフィリピンサウスダ

バオロータリーのメンバーが来銚されました。

銚子より宮内栄会長の会社のマイクロバスにて、

メンバー数名で成田空港まで迎えにいきました。

この日はフィリピンの皆さんを出迎えたら直ぐ

に銚子に戻り、午後九時半から太陽の里さんで

ウェルカムパーティーを行うという予定でした。

しかし、こんな時に限って飛行機が遅れ、パーテ

ィーが始まったのはかなり遅い時間になってし

まいました。それでも到着しますと、銚子のメン

バーの皆さんは笑顔で快く迎えてくれパーティ

ーは楽しいひと時となることができました。翌

日は、地球の丸く見える丘にあります日比友愛

の碑や、ヤマサ醤油さんの見学、そして例会への

出席と非常にハードスケジュールな２日間が無

事に終わり、私も幹事としてダバオの皆さんと

の調整役としてあっという間の 2 日間となりま

した。 

さて、続いて思い出の強かった支援活動につ

いてお話しさせて頂きます。 

それは、東北大震災への支援であります。今から

８年前の２０１１年 3 月１１日にマグニチュー

ド９、日本周辺の観測史上最大の地震でありま

す。その日、私はちょうど会社にいたのですが、

いきなりの揺れと同時に隣の飲食店の建物の瓦

が物凄い音を立ていっせいに落ちてきました。

その後、街頭放送では津波の警報、スタンドでは

緊急車両への給油、あっという間に時間が過ぎ

ていきました。また神栖の工業団地では爆発が

あったとの情報が入り、ちょうどその近辺にタ

ンクローリーで配送に行った社員がまだ会社に

戻っておらず、電話してもつながらず、私も生き

た心地がしませんでした。しかし、１時間程で戻

り一安心致しました。 

一方、夕方になり近所の外川周辺の住民が、高神

小学校、第２中学校に避難したという情報が入

りました。何かできないか、と思い社員みんなに

相談したところ、「きっと水に困るはずです。」と

いうことで、この日最後の仕事として２か所の

避難所へ我々が取り扱っているサーバーウォー

ターを計５００L提供し、避難者の皆さんに喜ん

でいただくことができました。 

しかし、翌日からは燃料の仕入れに影響が出て

きました。製油所が地震の影響で出荷の目途が

たたないとのことです。限られた在庫の中、ガソ

リンスタンドには長蛇の列ができ、警察からは

何回も車両の列を解除するようにと注意されま

すが、もうどうにもすることができませんでし

た。大変な数日でしたが、各メーカーさんの協力

をいただきどうにか供給を間に合わせることが

できました。 

もちろん、数日後の例会での話題は地震の話

しです。その中で高橋会長より「東北の被災地へ

支援に行こうじゃないか」ということになり、あ

っという間に話はまとまりました。 

３月１１日以降、東北にはクラブの雄志で２

回程行きました。１回目の支援は気仙沼へ、２回
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目は牡鹿半島へ行ってまいりました。そのなか

で牡鹿半島でのおばあさんの言葉が忘れられま

せん。 

上総会長の年度で８月の２７日・２８日と、石巻

南ロータリークラブの協力のもと石巻市牡鹿半

島にいって参りました。この時は現地のロータ

リーの皆さんがセッティングをしてくださった

ので気仙沼の時に比べ、非常にスムーズニに行

動することができました。仮設住宅に物資を搬

入したとき、代表の方に物資を引き渡し、私はプ

レハブの周りを歩いていたら、一人の老婦人が

話しかけてきました。内容は、支援物資を一人一

人に配り直して欲しいということです。我々も

何カ所も回る予定で時間がなかったのですが、

「どうしてですか？」と尋ねたところ、支援物資

をいただいても実際には、私たちのところに届

かないということなのです。それを聞いて早速、

１家庭ずつ配り直すと老婦人は「ありがとう、あ

りがとう」と何度もお礼を言って下さいました。

見えないところに様々な問題を抱えていること、

そして支援という活動の難しさを改めて気づか

されました。 

以上、私が入会してからの思い出、そして特に印

象に残っておりました支援活動についてお話し

させて頂きました。ご清聴ありがとうございま

した。 
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第 1回米山功労者 櫻井公恵幹事 

 

米山奨学生カウンセラー委嘱状伝達 

 

 

 

 
 

 

2019学年度米山奨学生 

ウィーラッペルマ、ヴィクム デルシャンさんの 

カウンセラー：高瀬幸雄会員 

 

 

【出席報告】 

会員総数３９名 出席計算３５名  

出   席２３名 欠   席 １２名 

出席率６５．７１％ 

欠席者： 青野君・淵岡君・木曽君・村田君・大里君

佐藤君・信太君・田中君・山崎君・鈴木君 

高橋宏明君・富永君 

 

【Ｍ Ｕ】  

3/18RAC 例会 櫻井（公）君・須永君 

 

 

 

 

 

 

3/19 銚子東 RC 大岩君・大里君 

3/24 第 2 回 PETS 宮内（秀）君 

3/26 銚子東 RC 金島君・大岩君・高瀬君 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥16,000 計 ￥420,060 

スモールコイン ￥ 2,100 計 ￥ 39,152 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 38,621 

希望の風 ￥ ― 計 ￥228,450 

次週（４月３日）のプログラム 

「銚子会社始め」 

大里 忠弘会員 

 

お弁当：京華苑（中華） 

 

 

 

 

 


