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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  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

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/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

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 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「職業奉仕月間卓話」 

地区職業奉仕委員長 髙橋 潤一様 

           （新千葉ＲＣ） 

前回例会報告（１月１５日） 

点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

銚子市長 越川 信一 様 

（卓話） 

会長挨拶 

皆さん、こんにちは。本日は、毎年恒例の市長

例会ということで、越川信一市長にお越し頂い

ております。後ほど、お話しの方よろしくお願い

致します。 

年が明けましてから中東の情勢が非常に緊迫

した状態であります。私も商売柄、とても気にな

るところでありますが、どうか平和な解決に進

んで頂けることを願っております。 

さて、今月は職業奉仕月間です。この職業奉仕

とは、ロータリーを代表する奉仕でありながら、

非常に解釈に苦しむ一つであります。 

今月のロータリーの友で田中毅氏の記事にアー

サーＦ・シェルドンのモットーの真意について

書かれておりましたが、皆さんお読みになられ

ましたでしょうか。因みに、この田中毅さんは、

亡き織田パストガバナー年度、銚子の地区大会

にＲＩ理事としてご出席いただいております。 

記事には、炎という原因によって、熱という結

果が生まれ、小さな炎にはわずかな熱しか生ま

れず、大きな炎には大量の熱が生まれるとあり、

ここで言う炎は奉仕で、熱が報酬です。また、サ

ービスの概念も自然の法則であり、少ないサー

ビスには少ない利益、大きなサービスを行えば

大きな利益が生まれるというのであります。そ

して、この原因があって、結果が生まれるという

法則はあらゆる職業に適用され忘れてはいけな

いと書かれておりました。ここでのサービスと



−2− 

は日本でよく言う無償という意味のサービスで

はないということです。佐藤千寿さんの言葉を

引用すれば、サービスとは商売上しばしば値引

きや安売りの意味で使われるが、本来は「お務め

を果たす」ということで、別に安売りではないと

言っております。その為には、商品知識や技術等

を磨き、顧客満足度を上げることが必要不可欠

であります。 

私は数年前、弊社営業所の現場を手伝った時、

年配のお客様が来店されました。そのお客様は、

初めてお会いする方だったのですが、私が機械

操作を戸惑っていると、「おっ、新人だな、がん

ばれよ！」とお客様から気合を入れられ、「は

い！ありがとうございます」と返事したことを

今でも恥ずかしく覚えており、このような生半

可な接客ではダメだと反省いたしました。 

この職業奉仕に対しての考え方は人によって

違いますし、また基本たる考え方の解釈もそれ

ぞれ違うと思います。是非、皆さんも機会があり

ましたら職業奉仕について皆さんなりの考えを

照らし合わせてみてはいかがでしょうか。 

 

幹事報告 

【週報拝受】八日市場ＲＣ 

1. 次年度クラブ役員報告のお願いクラブ請求書

スケジュールについて 

2. 風の便り vol.5 NO.6 通刊 64号 

3. ２０１９年１２月寄付レポート 

…ガバナー事務所 

4. 2019-20年度 下期普通寄付金のお願い 

5. ハイライトよねやま２３８ 

…公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

6. コミュニケーション講座“やさしい日本語”を

学ぼう！！開催について 

…銚子市国際交流協会 

 

 

会員の記念日  

結婚記念日 

高橋 宏明会員（1月 15日） 

入会記念日 

島田洋二郎会員（1月 10日） 

佐藤 直子会員（1月 11日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧宮内秀章会長 

市長、恒例の卓話ありがとうございます。 

 

卓 話 

「銚子市政について」 

銚子市長  越川 信一様 

  銚子市が大きな目標としている洋上風力発電

の状況について、お話をします。昨年７月３０

日、経済産業省と国土交通省は、再エネ海域利用

法に基づいて、洋上風力発電の開発を先行的に

進める「有望区域」に全国で４か所を選定しまし

た。秋田県の能代市・三種町・男鹿市の沖合、秋

田県・由利本荘市の沖合、長崎県の五島市の沖

合、そして千葉県銚子市沖合です。このうち秋田

県の２か所と銚子沖は着床式、いわゆる海底に

基礎をつけて、風力発電を取り付ける方式。長崎

県の五島市は浮体式、水深の深い海に風車を浮

かせて発電する方式です。 

  有望区域ごとに国・県・市・漁業者・有識者な

どからなる「法的協議会」を設置して調整を図

り、促進区域を指定するというプロセスです。促

進区域に指定されると、３０年にわたる一般海



−3− 

域の占用が認められ、国が公募占用指針を定め、

発電事業者が公募によって選ばれます。３０年

間の海域の占用が認められることで、事業者も

安定した運営ができます。 

  促進区域の指定から事業者の選定までにおお

むね１年。環境アセスメントに４年～５年、建設

工事が２年～３年かかる想定です。令和元年度

に銚子市沖が促進区域の指定を受け、令和２年

度に事業者が選定された場合、国の想定スケジ

ュールによると、運転開始時期は令和８年度か

ら１０年度となる見込みです。 

  全国４か所の有望区域のうち、長崎県五島市

沖は１２月２７日に「促進区域」に指定されまし

た。銚子市沖の法的協議会については、台風・大

雨の関係で開催が遅れ、昨年１１月１８日、第１

回の法定協議会が千葉市で開催されました。１

５名が参加し、銚子市を代表して私も出席しま

した。 

  協議会の協議事項は大きく２つあります。１

つは促進区域の範囲、どこからどこまでの海域

を促進区域にするのかということ。もう一つは、

公募占用指針についてです。協議会での意見を

踏まえて、国が決定することになります。 

  第１回の協議会で私は、５点の意見・要望を述

べさせていただきました。 

  １点目は、洋上風力発電の誘致は銚子創生、銚

子活性化の重要なプロジェクトであり、第３セ

クターによる地域新電力会社、銚子電力と組み

合わせて、電力の地産地消を図りたいというこ

と。 

  ２点目は、水揚げ日本一の漁業のマチで行う

プロジェクトであり、漁業との共生、共存共栄が

絶対条件であること。漁業への影響については、

周辺海域も含めて調査を継続し、漁業共生策、漁

業振興策に取り組んでいただきたいということ。 

  ３点目は、洋上風力発電の誘致を地域振興、地

域経済の活性化に結びつけること。地元企業を

活用していただくこと、メンテナンス関連産業

の誘致、観光資源としての活用、交流人口の増加

に対する期待です。 

  ４点目は名洗港の活用。メンテナンス港湾と

しての活用。将来的には九十九里方面への展開

も想定されることから、基地港湾として考えて

欲しいということを訴えました。 

  ５点目は文化財の保護で、文化財である屏風

ケ浦への配慮をお願いしたいということです。

洋上風力発電は、市の固定資産税・税収の増加だ

けでなく、いかに、地域経済の活性化に結びつけ

ていくかが勝負だと思っています。 

  第２回の協議会が今月下旬に予定されていま

す。３回程度の協議会が想定されていますが、で

きれば年度内、遅くとも来年度早々の促進区域

指定を獲得していきたいと思っています。銚子

市は全国屈指の食品産業都市であり、観光都市

でもあります。さらに、エネルギー産業都市、再

生可能エネルギー、再エネ都市として発展させ

ていきたい。そのようなビジョンをもっていま

す。 

【地域新電力会社】 

  洋上風力とともに、エネルギー産業都市のも

う一つの柱になるのが地域新電力会社です。一

昨年、第３セクターによる地域新電力会社、銚子

電力株式会社を設立しました。自然エネルギー

によって地域で発電される電力を買い取り、地

域に供給することで、地域内のエネルギー循環、

資金循環を促進するものです。 

  また、電力事業で得られた利益を地域に還元

することも目指しています。地域新電力のもと

になっているのが、ドイツの「シュタットベル

ケ」の考え方です。シュタットベルケは、電力や

ガスなどのエネルギー事業に取り組む自治体出

資の都市公社です。エネルギー事業で得られた

利益を公共交通や公営プールといった採算をと

りにくい、不採算サービスに当てていくもので

す。 

  ドイツの「シュタットベルケ」の仕組みは、 
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１００年以上の歴史があります。住民もこの「シ

ュタットベルケ」からエネルギーを買うことが

公共交通などの維持につながることを理解し、

協力をしています。この「シュタットベルケ」の

考え方、エネルギー事業の利益を地域サービス

に還元していくという考え方を市民の皆さんに

も浸透させ、好循環につなげていきたいと考え

ています。 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３７名  

出 席  ２８名  欠 席    ９名  

出席率 ７５．６８％ 

欠席者：淵岡君・村田君・佐藤君・山崎君 

米岡君・吉原君・鈴木君・富永君 

高橋宏明君 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】  

1/21八日市場ＲＣ移動例会 寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９-２０年度 

ＲＩテーマ 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 3,000 計 ￥374,010 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 26,470 

米山 BOX ￥ 2,500 計 ￥ 29,555 

希望の風 ￥ ― 計 ￥172,000 

次週 29 日(水）のプログラム 

お昼の例会はございません。 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ夜間合同例会  

会場：太陽の里 点鐘：18時 

卓話：『落語の楽しみ方』 

落語家 桂 竹千代 様 

送迎バス  

銚子駅丸通Ｐ前 １７時１０分 

馬場町交差点前  １７時２０分出発です。 

 

 

 

 

 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎

として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと

にある。具体的には、次の各項を奨励するこ

とにある： 

第１知り合いを広めることによって奉仕の

機会とすること； 

第２職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事はすべて価値あるものと認識し、社会

に奉仕する機会としてロータリアン各

自の職業を高潔なものにすること； 

第３ロータリアン一人一人が、個人として、

また事業および社会生活において、

日々、奉仕の理念を実践すること； 

第４奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的

ネットワークを通じて、国際理解、親善、

平和を推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 


