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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 

「民法改正など」  

泉 英伸会員 

前回例会報告（３月１０日） 

点 鐘：田中 英子会長 

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： 

千葉県議会議員 林 もとひと様 （卓話） 
米山奨学生ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾅｰﾔｶ ｼｮﾊｰﾝ ﾏﾙｳｨﾝﾀﾞﾔｽ 様 

会長挨拶 
本日は、千葉県議会議員 林もとひと様、米山

記念奨学生のショハーン君にお越し頂いており

ます。林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。 

 さて、明日3月11日は、東日本大震災からちょ

うど10年になります。皆さんは10年前の3月11日、

どこで何をしていらっしゃいましたか？ 

当時、私には高校生の娘と中学生の息子がい

ました。その日試験期間だった娘は昼過ぎには

家に戻っていたので、その日が祥月命日の私の

祖父のお墓参りに娘と一緒に出掛けました。そ

してその帰りに、次の日が卒業式の友人の娘さ

んの卒業祝いを探しに、ちょっとお店に立ち寄

りました。「これにしようか？」、「あれの方が

いいんじゃない？」娘と話しながらプレゼント

を選んでいるときのことでした。「あっ、地震

だ！」と思った瞬間、今まで経験したことのない

ような物凄い揺れが襲ってきました。同じフロ

アーにいたお客様の悲鳴と同時に、ちょうど数

週間前の2月22日に起きたニュージーランドの

地震の様子が頭をよぎりました。その地震では、

大規模な液状化現象により建物の倒壊が発生、

特に市中心部の倒壊したビルに入居していた語

学学校に通う日本を含む各国の留学生が多数巻

き込まれ、多数の死者が出ました。私たちがいた

のはお店の2階、このまま建物が倒壊したら…。

私は咄嗟にお店にあったテーブルの下に娘の頭

と、自分の頭を入れ、地震が収まるのをじっと待

ちました。しばらくすると地震は収まりました

が、お店の商品の大半は床へ落ち、惨憺たる状況

でした。「今のうちに帰ろう。」と、急いで家に

戻りました。「家の中はどうなっているのだろ

う？」と、家に入ると、玄関にあった花瓶が落ち、

床が濡れていたので急いで拭き始めると、再び

強い揺れがやってきました。それは先程経験し

た揺れを上回る地震のように感じました。 

 その後ご近所と相談し、とりあえず、避難場所
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になっている新生町の緑公園に避難しました。

しかし、そこにも水がくるかもしれないという

ことで、銚子三中に避難するように指示されま

した。娘と近所の方と一緒に、しばらく中学校の

体育館に避難していたのですが、そこで、知り合

いのお母さんから、子供を学校まで迎えに行か

なければならないことを聞き、急いで家に戻り、

車で銚子四中に向かいました。車に乗り、車のテ

レビで大洗の沖で渦巻く恐ろしい海を見て、初

めて各地で大変なことがおこっていることを知

りました。 

銚子も駅の大通りを挟んで銚子四中方面は停

電で、信号機も消えた状態の中、恐る恐る息子を

迎えに行くと、校舎の一番高いところにある音

楽室に、まだお迎えが来ない生徒だけが集めら

れていました。先生が運動場から校舎に向かっ

て拡声器でクラスと名前を呼ぶと、まもなく息

子が降りてきました。息子からは、「遅い！」と

言われましたが、危うくお迎えを忘れるところ

だったことを思うと、教えてくれたお母さんに

感謝の気持ちでいっぱいでした。 

 この地震で、しばらくの間コンビニからは食

べ物が消え、ガソリンスタンドは大渋滞になり

ました。銚子市は停電と断水の被害はありまし

たが、お隣の旭市では津波で町が浸かり、尊い命

が奪われ、未だ行方不明の方がいるという大惨

事となってしまいました。メディアは東日本大

震災の特集を組み、被災者の生の声を伝え、風化

させないよう発信し続けています。それはとて

も大事なことですが、そんな中、ある被災者が

「地震や津波の話ばっかり、何度も何度も聞か

れて話してきましたが、思い出したくない記憶

なので、本音を言えば、そっとしておいてもらい

たいです。」と言っていたのが、とても印象に残

っています。天災はいつやってきて、いつ自分た

ちが被災者になるかわかりません。東日本大震

災を教訓に、災害に対し、日頃から心がけておき

たいものです。 

 最後になりましたが、地震や津波で命を奪わ

れた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

 

幹事報告 
1. 地区大会ＲＩ会長代理歓迎晩さん会について

のお願い 

2. 2021 年米山記念奨学生世話クラブ決定のお知

らせ 

…ガバナー事務所 

3. 米山奨学生オリエンテーションのご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

4. ハンドブック送付および提出物 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

5. 東日本大震災支援に対するお礼状 

…石巻市長 亀山 紘様 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

3 月 9 日(火)16 日(火)12：30～13：00 新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の為時間短縮（例会中の

昼食無しお弁当持ち帰り） 

会員の記念日   
結婚記念日 田中 英子会長(3月 6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  

✧須永 清彦会員 

娘が高校合格しました。４月から佐原高校に通

います。 

 

 

＝卓話者紹介＝   金島 弘会員 

 

 

 

 

 

卓  話 

「成田空港の利活用と 

パーキングパーミット制度」 

千葉県議会議員 林 もとひと様 

千葉県議会議員の林もとひとです。銚子生ま

れの銚子育ちで、若宮小、四中、お山と進学し、

玉川大学を卒業後、10 ヶ月ほどアメリカのロー

ドアイランド州に語学留学へ行きました。帰国
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後 1 年間就職浪人してしまい、なんとか JAL の

子会社である「空港グランドサービス㈱」に入社

しました。やはり少しでも英語を活かせる職場

をと考えた結果です。2 年間のサラリーマン生

活を経て、福岡の山崎拓衆議院議員の秘書とし

て 4 年ほど勤務し、その後父である衆議院議員

林幹雄秘書として成田市を担当しました。その

活動を通じて成田市内の多くの方々と交流させ

ていただいたこともあり、成田市を選挙区とし

て県議会議員に立候補することとなりました。

平成 19 年初当選後、4 期連続当選で県議会議員

として 14 年目となります。 

政策面ではやはり経済・雇用をはじめあらゆ

る分野で中心となる成田空港の振興と利活用を

第一の柱としています。現在は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、開港以来の危機に直

面していますが、名実ともに日本の空の玄関口

として、国を支える基幹インフラです。昨年まで

は取り扱う貨物や旅客数は年々増加し続けてお

り、日本を訪れる訪日外国人観光客数も 4000 万

人目前となっています。2013年までは年間1000

万人すら達成できておらず、長年の目標だった

のですが、達成後は一気に増加傾向になり政府

は 2020 年の東京五輪・パラリンピックの年には

年間 4000 万人、その 10 年後の 2030 年には

6000 万人の目標を掲げています。しかしこの目

標達成には、コロナ禍を乗り切ることが前提で

す。 

旺盛な国際航空需要に応える形で、成田空港

は 3 本目の滑走路を含む約 1000 ヘクタールも

の増強を決定しました。これは地方空港を丸々

ひとつ建設するほどの規模で、実現すれば成田

空港の年間発着回数は現在の 30 万回から 50 万

回へと大幅に増えることになります。そうなれ

ば空港勤務者も現在の 4 万人から 7 万人に増え

ることが予想されていて、空港周辺地域でまか

ないきれない部分は「外国人労働力」で対応する

こととなります。したがって現在主流となって

いるベトナムやフィリピン、マレーシアはもち

ろん、今後はカンボジアやネパール、フィジーな

どからも広く労働者をつのる準備を進めていま

す。もちろん発着回数の増加に伴いインバウン

ドの旅行者も増える見通しなので、おもてなし

の心で多くの外国人観光客を誘致するチャンス

です。 

次に、今特に力を入れている政策がパーキン

グパーミット制度の導入です。各公共施設やシ

ョッピングセンターなどの出入り口付近に、車

椅子のマークが描かれた専用の駐車スペースが

あると思います。あれは障害者等用駐車場と呼

ばれておりまして、まさにその名のとおり、車椅

子を利用している方、あるいは障害をお持ちの

方、高齢の方、あるいは妊婦さん、そういった

方々への配慮から生まれた専用の駐車スペース

なんですけれども、ここに健常者が堂々と停め

てしまって、本当に必要な方が利用できずに困

っているという事態が頻発しています。その対

応策として生まれたのがこのパーキングパーミ

ット制度。利用希望者が自治体の窓口に申請し、

それを受けた自治体はその方の障害の度合いや

程度、状態を把握して、駐車許可証を発行しま

す。発行されたその許可証を利用者は自分の車

の車内のバックミラーのところにかけて、専用

スペースにとめるいう制度です。そうすると一

目瞭然、停めるべき人がとめているかどうかが

分かるわけです。これは平成 18 年に佐賀県でス

タートいたしまして、全国に拡大していきまし

た。そして今は 39 府県が導入済みとなりました。

つまり、47 都道府県中 39 府県が導入済み。い

よいよ千葉県は少数、後進派になってきたとい

うことで、強く導入を働きかけてきました。その

結果、来年度から導入が決まり予算にも組み入

れられたところです。 

今後も生活の中の課題や問題を見つけ出し、

議会を通じて実現させていきたいと思います。

テレビや新聞では悪事を働く政治家ばかり取り

上げられ、結果そればかり見せられている有権

者は「政治家＝悪」というイメージが染み付いて

しまいます。子供が将来就きたい職業でもワー

ストの定位置となり、こんな職業に良い人材が

入ってくるわけがない。私はそのイメージを変

え、政治家が誇れる職業にしたいと思っていま

す。引き続き皆さまのご指導ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。 

ご清聴ありがとうございました。 
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【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３４名  

出席２７名 欠席７名  

出席率 ７９．４１％ 

欠席者：村田君・佐藤君・寺内君・山崎君 

鈴木君・吉原君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

3/13米山終了式 髙瀬君 

 

【ニコニコ】 

    

 

 

 

 
 

                       

 

下記の日程にて開催されます。多数の御参加を

よろしくお願い申し上げます。 

日 時 ２０２１年４月２２日（木） 

集 合 午前８時３０分  

受 付 ２階コンペルーム 

場 所 小見川東急ゴルフクラブ  

登録料 ２，０００円 

プレー費 約１３，５５０円  
（GPSナビ付カート・キャデイー・昼食付） 

 

申し込みは銚子 RC事務局まで！(3/２４締切) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 8,000 計 ￥446,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 36,043 

米山 BOX ￥ 2,400 計 ￥ 38,051 

希望の風 ￥ ― 計 ￥213,170 

四つのテスト 

  言行はこれに照らしてから 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４.みんなのためになるか どうか 

次週（３月２４日）プログラム 

「創立例会・第 5回クラブ協議会」 

 

お弁当：茂利戸家 (鰻重) 

※欠席の場合は、前日までにご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


