
  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第３０３６号（２０１９年４月１０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 

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 

前回例会報告（４月３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 

ビジターなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 

千葉科学大学ローターアクトクラブ例会が３

月２８日の予定が翌日の２９日（金）１６時３０

分から行われて、須永アクト委員長、会長、幹事

で参加してきました。４月７日の入学式で会員

募集のチラシを配布するそうです。 

４月１日新しい元号「令和
れいわ

」が発表されました。

平成の例会は本日含めて４回です。昭和から平

成に変わった時の銚子クラブの会長は宮崎嘉一

郎さん、幹事は青野進さんでした。 

４月のロータリー月間は「母子の健康月間」２

０１４年１０月理事会は、４月を重点分野:「母

子の健康月間」とした５歳未満の幼児の死亡率

と罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率の削減、

より多くの母子に対する基本的な医療サービス

の提供、保健従事者を対象とした研修、保健ケア

の提供、母子の健康に関連した仕事に従事する

ことを目指す専門職業人のための奨学金の支援

を強調する月間であると書かれています。 

銚子市の昨年２０１８年１月１日から１２月

３１日までに子どもの出生届について、１月１

５人、２月１７人、３月１８人、４月１６人、５

月１３人、６月２３人、７月１５人、８月１９人、

９月２０人、１０月１６人、１１月２１人、１２

月１４人。１年間の出生は２０７人でした。死亡

した人は９６２人でした。１２月３１日の人口

は６１，６８４人で△１，３７４人、世帯数は２

７，３７３世帯△１０６世帯です。今年３月１日

現在の外国人住民人口は２，１５４人です。０歳

は１９８人で９３歳は１７０人です。１番多い
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年齢は７１歳の１，３０８人です。２０１５年の

総人口に占める６５歳以上の割合(高齢化率)は

３３．７％。すでに３割を超えており、全国平均

(２６．６％)よりも７．０ポイント高い。今後、

高齢化率は２０４５年までに１５．８ポイント

上昇し、４９．５％に達し、およそ１０人に５人

が高齢者になる見込みと掲載されています。 

 

第 10回定例理事会報告 
１）4月 5月 6月プログラムの件    …承認 

２）親睦旅行の件         …継続審議 

３）新旧クラブ協議会の件       …承認 

6/12夜間移動例会 会場：太陽の里 

４）地区研修・協議会の件       …承認 

 

幹事報告 
【週報拝受】銚子東ＲＣ 

1. 訃報 長島洋三 PG 

2. 地区研修・協議会における表

彰について 

3. 2019年 4月母子の健康月間リ

ソースのご案内 

4. 米山学友合同会より「絆 inモ

ンゴルのお誘い」 

…ガバナー事務所 

5. 第 8グループ親善ゴルフ大会のご案内 

…第 8グループ高橋 G補佐 

【例会変更】 

八日市場 RC 

4月 2日(火)夜間移動例会（観桜会）のため 

点鐘 18時 30分 柿岡屋 

  23日(火)→26日(金)旭 RCとの合同例会へ振替 

点鐘 18時 30分 黄鶴 

  30日(火)定款により休会 

成田空港南 RC 

4月 9日(火)東金 RC合同例会（八鶴亭） 

  11日(木)振替休会 

  18日(木)休会 

佐原香取RC 

4月1日(月)第１例会4月1日花見例会於 

そう馬点鐘19:00 

定款第８条第１節（ｂ）適用 

4月15日(月）移動例会定款第８条第１節(ｂ)適用 

20日(日）移動例会地区研修・協議会終了後 

22日(月）休会定款第８条第１節（ｂ）適用 

29日(月）休会定款第８条第１節（ｃ）適用 

旭RC 

4月17日(水)～18日(木)親睦家族旅行 

  19日(金)振替休会 上記旅行に振替のため   

  26日(金)夜間例会 点鐘18時30分 

 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

青野秀樹会員  宮内秀章会員 淵岡彰介会員 

（3月 30日）  （4月 2日） （4月 2日） 

 

結婚記念日 

髙瀬幸雄会員（3月 29日） 

入会記念日 

須永清彦会員（3月 28日） 

創業記念日 

青野秀樹会員（3月 30日） 

櫻井公恵会員（3月 30日） 

大里忠弘会員（3月 31日） 

木曽 功会員（4月 1日） 

神津裕之会員（4月 1日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ大岩將道会員 

娘の真理子の結婚披露宴が 3

月 31日、東京のホテルで行わ

れました。桜も満開でした。 

 

 

 

✧宮内秀章会長エレクト 

3 月 24 日、2 回目の PETS（会

長エレクトセミナー）に参加し

てきました。有意義な時間を過

ごして参りました。 

 

✧淵岡彰介会員 

習志野市民として習志野高校

の優勝を祈ってニコニコを出

します。 
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卓  話 

「銚子の産業初め」  大里 忠弘会員 

銚子における基盤産業を語るうえで紀州から

の人々を外すことはできません。銚子の漁業、商

業の礎は皆、紀州から伝えられたものです。特

に、当地の産業を代表する漁業、醬油醸造の歴史

は遡ると、紀州との関連を抜きにして語る事は

できません。 

紀州（和歌山西南部）は材木の生産、天然の良

港には恵まれていましたが、背後を山に囲まれ、

土地も痩せていて農産物には向かず、生活する

には大変な土地であったようです。そこで早く

から海に出て黒潮にのって西は五島列島、日向

や東は伊豆、房総へと他郷進出が伝統であり、紀

州の性格となっていました。銚子は来てみれば、

気候も温暖、魚も豊か、という事で住みやすいこ

とから、第二の故郷として腰を落ち着けて住み

始める人が多くなりました。 

紀州人は、海を舞台に各地に出て、もちろん銚

子だけでなく房州にもたくさん来ています。ご

存じのように外房には勝浦、江見、布良、白浜と

いったように紀州に由るところの同じ地名がた

くさんあります。また、今でも言語習慣に多くの

共通点があると言われています。 

1600 年中頃、紀州の漁師が銚子沖に来て、カ

ツオ漁をするようになりました。しばらくする

とイワシ漁も盛んになり、初めは魚を追って季

節でやって来ましたが、一年中、何らかの魚が取

れるということで、次第に銚子に定住する者が

増えて来たそうです。当時、もちろん銚子にも漁

師がいて、漁が行われていましたが、その数は少

なく、外来者が入り込んで来る余地が十分に残

されていたものと思われます。しかも、地元漁民

は、恵まれた気候と豊かな漁場に安閑と暮らし、

旧来からの漁法で漁を行っていたため、厳しい

生活とその苦労により工夫から生まれた改良魚

網や、最新の漁法を持った紀州人漁師に駆逐さ

れていきました。当時、たいへん賑わった外川漁

港も紀州から来た崎山次郎右衛門によって造ら

れたものでした。こうして銚子へ渡来してきた

多くの紀州人はその殆どが漁業かそれに関連す

る仕事に携わっていました。 

イワシは、今日ではその殆どが冷凍にされ飼

料として加工されていますが、勿論当時は、保存

する機械的な技術などがありませんでした。そ

こで、干鰯といってイワシを乾して農産物の肥

料として生産され全国各地に送られていました。

干鰯は江戸時代には、唯一且つ最良の肥料であ

ったようです。銚子の生んだ関東有数の豪商、田

中玄蕃も醤油の醸造でその財を成したというよ

り、当初は干鰯産業でその礎を築いたといわれ

ています。 

漁業と同様に銚子の基盤産業である醤油醸造

は、元和２年（1616）当時、当地の豪商である田

中玄蕃家が、ヒゲタ醬油を興したのが始まりで、

その後 30年を経て、現在のヤマサ醤油が紀州か

ら移住した浜口義兵衛家により創業されました。 

三代目田中玄蕃は、番州西ノ宮の出身で江戸

の豪商といわれた真宜（さなぎ）九郎右衛門の教

えによって、初めて醤油を醸造し、当初、自家用

に供していましたが、やがて余剰分を一般に売

り出し、これが銚子における醬油醸造業の始ま

りといわれています。その後、玄蕃の醤油はまも

なくヒゲタ醬油という商標で江戸にも売り出さ

れ、広く世にでまわることとなりました。 

一方、紀州広村から移住して来た濱口家が正

保 2 年（1645）醤油の醸造を開始したのがヤマ

サ醤油の興りであります。出身地である紀州広

村は関西醤油発祥の地といわれており、また当

時、醤油のメッカといわれた紀州湯浅に隣接す

る地でありました。そのため、その優れた技法を

持って、銚子で醤油の醸造を始めたものと思わ

れます。 

その後、銚子の醤油は次第に発展の途をたど

り、安永９年（1780）の頃には、18 業者、醸造

高 8.900 石余りにも及んだそうです。紀州湯浅
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では醤油の醸造が次第に衰退しましたが、はか

らずも銚子では、田中玄蕃を除いて業者のその

ほとんどが紀州湯浅周辺からの移住者で占めら

れていたため、その湯浅醤油の正統が当地に引

き継がれる事となりました。 

こうして醤油が銚子の基盤産業になったのは、

紀州人の事績によるところが極めて大きく、ま

た、気候が醤油醸造に適した温暖多湿、利根川に

よる江戸への水運が開けたことが大きな要因と

いえるでしょう。 

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 

4 月号読みど

ころ紹介 

 

 

 

【第 2 回新入会員オリエンテーション】開催します！ 

日 時：4 月１７日(水)18時 30 分～ 

場 所：茂利戸家 

対 象：入会 3年未満の会員 

 

【出席報告】 

会員総数３９名 出席計算３６名  

出   席３０名 欠   席 ６名 

出席率  ８３．３３％ 

欠席者： 石毛（英）君・木曽君・村田君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

4/９八日市場 RC 石毛充君・島田君 

 

 

【ニコニコ】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央みどり公園の桜 

4 月 8 日（月） 朝  撮影：大岩將道会員 

ニコニコ BOX ￥25,000 計 ￥458,060 

スモールコイン ￥ 2,900 計 ￥ 42,052 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 41,112 

希望の風 ￥26,000 計 ￥254,450 

次週（４月１７日）のプログラム 

「矯正処遇に関わって感じた受刑者の変化」 

社会福祉法人恵和会 

さざんか園福祉教育センター 

センター長 菅谷 智之様 

お弁当： 大新（幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 


