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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   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

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/ 

2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

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 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 
 

今週のプログラム 

「消毒薬の効果と持続性の検証」 
国際ロータリー第 2790地区  

管理運営統括委員会 副委員長 矢野 理恵様

（成田 RC） 

前回例会報告（２月１７日） 

点 鐘：田中 英子会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

銚子市 企画財政課   

洋上風力推進室長    信太 孝之 様 （卓 話） 

会長挨拶 
本日は銚子市 企画財政課 洋上風力推進室長 

信太孝之様にお越し頂いております。信太様に

は後程卓話をお願いしておりますので、どうぞ

よろしくお願い致します。 

 先週土曜日の深夜、福島、宮城両県において

最大震度6強の地震がありました。銚子ではテ

レビの地震速報が出てまもなく、携帯の緊急地

震速報が鳴り響き、それからゆらゆらと長い時

間揺れていました。気象庁からは10年前の東日

本大震災の「余震」であると発表され、政府の

地震調査委員会は、東日本大震災の余震が「あ

と10年間は続く」という見解を示しました。ま

さに「天災は忘れた頃にやってくる。」という

のを実感致しました。幸い銚子市では被害もな

く、ほっとしているところです。 

 さて、本日は先週の例会終了後に行われまし

た、「要望書についての懇談会」についてお話

ししたいと思います。懇談会には漆原ガバナー

はじめ、梶原ガバナーエレクト、第８、第９グ

ループの両ガバナー補佐、そして、銚子、銚子

東クラブの会員が出席致しました。 

冒頭、大塚ガバナー補佐より懇談会の趣旨説

明があり、続いて漆原ガバナー、梶原ガバナー

エレクトより、ご挨拶を頂きました。その後、

地区へ提出した「要望書について」の説明を求

められましたので、代表して、私から発言させ

て頂きました。懇談会直前に次年度は現行の14

グループ制の維持が決定され、ガナバー補佐に

ついては輪番制もありと表明されておりました

ので、要望書の内容についてはすべてお聞き入

れ頂いたと理解していることを申し上げ、次年

度14グループ維持のご決断に至った経緯と、今

後どのような形でグループ再編成を行っていく

のかをお尋ね致しました。 

 漆原ガバナーより、次年度より実施のグルー
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プ再編成に対し、公式非公式を含め、36クラブ

が反対を表明していることを考慮し、次年度の

地区運営を考え、次年度、次々年度は従来通り

の14グループ制を維持することを決定したこと

また、「今後の、あくまでも予定ですが…、」

という前置きの元、次年度、再度グループ再編

成について話し合いを持ち、そこで決まれば、

次々年度を周知年度とし、その次の年度から実

施予定との説明がありました。また、梶原ガバ

ナーエレクトからは、昨年度の地区大会での「

ガバナーが、ガバナー補佐を指名する。」とい

う発言は、自分の先走った発言で申し訳なかっ

たとの謝罪もありました。 

 懇談会で、漆原ガバナー、梶原ガバナーエレ

クトと、当日ご出席頂きました会員の皆様との

間で、活発な意見交換ができたことは、とても

有意義であったと思います。今思えば、お二人

が初めて銚子にお見えになった12月4日に、今

回の懇談会のような真摯な回答があれば、要望

書を提出するに至らなかったように思います。 

 懇談会終了後は、まさにノーサイドといった

感じで、会員それぞれが漆原ガバナー、梶原ガ

バナーエレクトのもとに行き、お声がけしてい

る姿、そして、お二人の晴れ晴れとした安堵の

表情がとても印象的でした。 

 最後に、次年度ガバナー補佐の件で、ご心配

されている方もいらっしゃるかと思いますが、

昨日旭RCの飯嶌会長より、本来であれば次年度

は旭RCからガバナー補佐を輩出する年度である

ということで、早々に次年度ガバナー補佐及び

補佐幹事をご推薦頂いております。一連の混乱

にも関わらず、素早い対応に心より感謝してお

ります。 

という訳で、会員の皆様にご心配をお掛け致

しましたグループ再編成及び、ガバナー補佐の

選出方法について、ひとまず解決したことをご

報告致します。 

幹事報告 
1. 第３回地区支援メッセージ 

…ＲＩ日本事務局 

1. 2020 学年度米山記念奨学生・終了式及び歓送

会のご案内 

2. ｺﾛﾅ禍における地区補助金事業の指針につい

て 

3. 風の便り Vol.6 No7(通刊 77号） 

4. コーディネーターニュース 2021年 3月号 

5. 地区大会のご案内 

6. 2021年決議審議会決議案提出のお願い 

7. 2020-21年度地区大会記念ｺﾞﾙﾌ大会のご案内 

8. グループ再編成の施行延期のご案内 

…ガバナー事務所 

9. ハイライトよねやま２５１ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

10. 令和 3 年春の交通安全運動実施計画説明会の

ご案内 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

11. 書面による 2020年度第 2回定例理事会のご案

内 

…千葉科学大学おうえん協議会 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

2月の例会は全て休会とする 

小見川ＲＣ 

緊急事態宣言発令の為３月３日までの例会は休会 

会員の記念日   

 

 

伊藤 浩一会員(2月 16日)喜寿 

 

木曽  功会員(2月 11日)   

結婚記念日 宮内 清次会員(2月 16日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ伊藤 浩一会員 

昨日、粛々と喜寿を迎え

る事が出来ました。若手

〜と言われて来ましたが

長老席が似合う年になり

ました。これからもロー

タリーの心に寄り添って

末永く生活して行きたい

と思っております。 

 

＝卓話者紹介＝    

 

 

副島例会運営委員長 
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卓  話 

「銚子市沖洋上風力発電について」 

銚子市 企画財政課   

洋上風力推進室長    信太 孝之 様  

 銚子市は「１年を通じて強い風が吹く」、「日射

量が多い」など、再生可能エネルギー発電に適し

た自然環境に恵まれており、風車や太陽光発電

施設が市内に数多く設置されています。加えて、

銚子市沖は「陸地から近い場所で強い風が吹く」、

「遠浅の海が広がる」という着床式の洋上風力

発電にも適していることから、更なる再生可能

エネルギー発電の導入拡大を目指し、洋上風力

発電の誘致に取り組んできました。 

 ２０１７年４月に市役所企画課内に洋上風力

推進室が設置された当初は、最も重要となる漁

業との調整をはじめとして、一般海域における

大規模な洋上風力発電導入のための統一的なル

ールがなく、発電事業者が具体的な導入案を検

討することが困難な状況にありました。しかし、

２０１８年１１月末に「再エネ海域利用法」が成

立し、一般海域を最長３０年間占用することが

出来るようになるなど、大規模な洋上風力発電

導入のためのルールが整備されたことに伴い、

銚子市沖における洋上風力発電導入についても

大いに期待が高まったところです。 

このような中、２０１９年７月には銚子市沖

が洋上風力発電導入のための環境整備が整って

いるとして、国から「有望な区域」に全国４海域

のひとつとして選定され、その後、法定協議会に

よる関係者間の協議を経て、２０２０年７月２

１日に再エネ海域利用法の規定に基づき銚子市

沖が「促進区域」に指定されました。長崎県五島

市沖に次いで全国で２例目となりますが、五島

市沖は浮体式の洋上風力発電のため、着床式の

洋上風力発電では銚子市沖が秋田県沖と並んで

日本で最初の「促進区域」の指定となるもので

す。 

 銚子市沖の促進区域の面積は約３９.５㎢、想

定出力３７０MW。風車の大型化が進み、１基あた

りの出力が１０MW 以上となる現在でも３０～４

０基程度の風車が建ち並ぶ「洋上ウィンドファ

ーム」が建設される予定です。 

 現在は洋上風力発電の導入に向けて、国によ

る発電事業者の公募が行われています。本年５

月に公募が締め切られると、約５か月程度の審

査期間を経て発電事業者が決まる予定です。そ

の後、環境アセスや漁業影響調査などを経て順

調に建設が進んだ場合は２０２６～２０２７年

頃にも洋上風力発電の運転が開始される見込み

です。 

銚子市沖の洋上風力発電は、これまでの誘致・

推進から完全に次のフェーズに移行しています。

今後は洋上風力発電を地域の活性化、経済の発

展に繋げていかなければなりません。銚子市は

総合計画に目指すべき１０年後の姿として大規

模な洋上風力発電の運転開始を盛り込み、再生

可能エネルギーの地産地消をはじめ税収の増加

や雇用の創出に期待するとともに、新たな地域

資源として観光振興による地域活性化を図ると

しています。 

洋上風力発電は構成部品数が数万店に及ぶと

云われており、非常に裾野の広い産業です。洋上

風力発電関連産業を地域に根付かせ、地元企業

を活用したサプライチェーンを構築するととも

に、資金が地域内で循環するような仕組みづく

りをオール銚子の体制で取り組む必要がありま

す。 

昨年９月に銚子市漁業協同組合、銚子商工会

議所、銚子市の３者が連携して「銚子協同事業オ

フショアウィンドサービス株式会社」（通称「Ｃ

－ＣＯＷＳ」）を設立しました。洋上風力発電施

設のメンテナンスを担うことを主な目的として

設立された会社です。今後選定される発電事業

者としっかりと連携を図り、サプライチェーン

構築の中心的な役割を担うことが期待されてい

ます。 

国は２０５０年カーボンニュートラル・脱炭

素社会の実現に向け、グリーン成長戦略を策定
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し、更なる再生可能エネルギー発電の導入拡大

を目指しています。銚子市も「ゼロカーボンシテ

ィ銚子」を表明し、洋上風力発電を中心とした再

生可能エネルギーの導入拡大、地域マイクログ

リッドの構築などを通じて地球温暖化の抑制に

取り組むとともに、再生可能エネルギーを活か

したまちづくりを進めていきたいと思います。 

 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３５名  

出  席２７名 欠  席 ８名  

出席率 ７７．１４％ 

欠席者： 木曽君・村田君・櫻井(公)君 

佐藤君・寺内君・鈴木君・吉原君 

高橋宏明君 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

   

 

 

 

 
 

 

シェカール・メータ会長エレクトが 

カルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ所属 

（インド、西ベンガル州） 

 

2021-22年度テーマ 

「奉仕しよう   

みんなの人生を豊かにするために」を発表。 
 

 

 

 

 

 

 

シェカール・メータ会長エレクトは、「奉仕するとき、

誰かの人生だけでなく自分の人生も豊かになる」、

「人びとの世話をし、奉仕することこそ、人生の最

高の生き方」と述べ、奉仕プロジェクトへの積極

的な参加を会員に呼びかけてます。 

 

 

                                 

『 お 知 ら せ 』 

第 8グループ インターシティミーティング 

3月 7日(日)開催延期⇒中止決定 

 

第 8グループゴルフ大会 

 4月 22日(木)小見川東急 GC 

予定通り開催予定 

 

地区大会  

5月 9日(日)アパホテル&リゾート東京ベイ幕張 

短縮開催 （クラブ会長・幹事出席） 

会員の皆様へ 

当日同時刻よりオンラインでの生配信予定 

 

 

地区大会記念ゴルフ大会 

5月 17日(月)鶴舞カントリー倶楽部 

   参加申し込みは⇒事務局へ 3月 12日(金)迄 

 

 

※但し、今後の状況により変更の場合も有り 

2/24現在 

 

                                

ニコニコ BOX ￥18,000 計 ￥418,500 

スモールコイン ￥ 2,500 計 ￥ 33,643 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 33,451 

希望の風 ￥ ― 計 ￥188,170 

次週（３月３日）プログラム 

「新入会員卓話」 馬場 千誉会員 

 

お弁当：やまこ庵 (幕の内) 

 

 

 

 

 

 

 


