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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  d2790@choshi-rotary.club 

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 

「ローターアクトクラブについて」 

地区ローターアクト小委員会 

委員長 原田 宗広 様（千葉若潮 RC） 

前回例会報告（５月１９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： 

故 織田吉郎パストガバナー令夫人 織田 悦子様 

㈱FullDepｔh代表取締役 吉賀 智司様(卓話) 

㈱ＣＲＥ  田島  聡様 

㈱ＣＲＥ  本間 良生様 

銚子東ＲＣ 川津 光雄様 

会長挨拶 
本日は(株)FullDepth（フルデプス）代表取締役

吉賀智司様、(株)シーアールイー田島聡様、同じく

本間良生様、銚子東 RC 川津光雄様、そして、故

織田吉郎パストガバナー令夫人織田悦子様にお越

し頂いております。吉賀様には、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。 

5月 15日（土）、三井ガーデンホテル千葉にて当

クラブのスポンサークラブであります、千葉ＲC創

立 70周年記念例会が開催されました。会場のある

千葉市では蔓延防止等重点措置が延長され、規模

を縮小しての開催となりました。当クラブからは

高瀬幹事が出席致しました。当日は元オリンピッ

クメダリストのマラソンの有森裕子様の記念公演

があり、コロナ禍ではありますが、大いに盛り上が

ったと伺っております。高瀬幹事お疲れ様でした。 

 5月 17日（月）には、舞鶴カントリー倶楽部に

て、地区大会記念ゴルフ大会が行われました。当ク

ラブからは、宮内龍雄会員、大里忠弘会員、寺内忠

正会員が参加致しました。約 100 名の会員が参加

する中、大里会員が 7 位入賞と素晴らしい成績を

収めました。ご参加頂きました皆様、強風の中、大

変お疲れ様でした。 

 また、同日、旭市のホテルサンモールにて、次年

度第 8 グループ会長幹事会が行われ、石毛充次年

度会長、須永清彦次年度幹事が出席致しました。い

よいよ次年度が本格的に動き出し、時の流れを感

じながらも、変わらないことと言えば、昨年度から

引き継いだ「コロナ禍」です。最近では銚子市でも

頻繁にコロナウイルス感染者メールが届きますが、

一方で、コロナウイルスのワクチン接種が始まり

ました。願わくば、１日も早く昨年度入会の廣瀬会

員をはじめ、馬場会員、熊澤会員の歓迎会ができま

すようにと、日々思っているところです。 

 さて、この度織田悦子様におかれましては、長年

に亘る「希望の風」への寄付に対し、地区研修協議

会より感謝状が届いており、その授与の為、本日ご

出席頂きました。「希望の風奨学金」の寄付につき

ましては、会員の皆様にも、毎月第一例会でご協力

頂いております。 

本日は今年で 10年を迎える「希望の風」につい

て、お話ししたいと思います。 

2010-11年度、当クラブから二人目のガバナー織

田ガバナーが排出されました。そして、織田ガバナ

ー年度の 3月 11日に東北地方太平洋沖で大きな地

震が発生しました。その地震は多数の死者と行方

不明者を出し、のちに東日本大震災と名づけられ

ました。震災の 1 ヵ月後には、当時のガバナー会

はガバナー会規約に基づく東日本大震災支援委員
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会（使途検討委員会）を立ち上げこの委員会の委員

長に織田吉郎ガバナーが選任されました。 

ここで、その時の資料の一部をご紹介します。 

「～関東大震災の支援活動に学ぶ～ 

委員会は過去の歴史に問いかけ、関東大震災、阪

神・淡路大震災、新潟県中越地震発生時にロータリ

ーの先輩方は義援金をどのように使ったのかを調

べました。この中で、後の２震災の支援に色濃く影

響を及ぼしていると思われるのは、関東大震災時

の東京ＲＣの対応でした。ロータリークラブ連合

会（後の国際ロータリー）や世界 17 カ国、503の

クラブから送られてきた 8 万 9,000 ドル（今の

お金に換算すると３億円という人も、米価換算で

はその 10 倍という人もいます）の使途は大別す

ると、以下のようになっています。 

（1）東京･横浜の焼失小学校 188 校に教材寄贈  

（2）孤児院を建設寄贈  

（3）産科医療医院の再建援助  

（4）殉職警察官家族の援助   

これらは一貫して次世代を担う子どもたちの救

援に向けられています。生活用品の提供ではなく、

人を育てる環境づくりに視点を定め、心のこもっ

た支援を実施しているのです。創立後３年しかた

っていない東京ＲＣが、米山梅吉氏が中心となっ

てロータリアンの相互扶助といった視点ではなく、

ロータリーらしい立派なプログラムを展開された

ことに、明治育ちのロータリアンの高い品格を見

せていただく思いがします。この支援実績は阪神・

淡路大震災および新潟県中越地震の際の第 2680 

地区、第 2560 地区の対応にも受け継がれている

と思いました。共に次代を担う青少年の教育環境

改善に義援金を使っています。私たちも、このロー

タリーの伝統を大切にしていきたいと考えたので

す。」 

これは 2012 年 8 月号の『ロータリーの友』に

掲載されたものですが、青少年奉仕月間にふさわ

しいと思い、ご紹介させて頂きました。 

来月 6 日は、故織田パストガバナーの祥月命日

です。「ロータリー希望の風奨学金」10年という節

目の年にあたり、改めて故織田パストガバナーを

偲びつつ、故織田パストガバナーの功績に敬意を

表し、銚子 RCに一員として、その意思を受け継い

でいきたいと思っております。 

臨時理事会報告  
１）クールビズの件    …承認 

5月〜9月まで実施（上衣なし、ノーネクタイ） 

幹事報告  
【週報拝受】八日市場ＲＣ 

1. 「コーディネーターニュース」2021年 6月号 

2. 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会への

ご支援のお願い 

3. ＲＬＩパートⅡオンライン開催変更のご案内 

4. 日本のロータリー100周年を祝う会記念式典・

祝賀会開催方法の変更について 

5. RI バーチャル台北国際大会のプログラムのお

知らせ 

6. 地区大会御礼 

…ガバナー事務所 

7. 2021-22年度資料・書式ダウンロードのご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

8. ハイライトよねやま２５４ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

9. 創立 70周年記念例会お礼状 

…千葉ＲＣ 

10. 常陽芝刈り機購入支援金及び新入生への銚子

アムスメロン贈呈セレモニーの開催について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

11. 第71回社会を明るくする運動市内大行進開催

中止のお知らせ 

…銚子地区保護司会 

会員の記念日   

 
 

 

 

副島賢治会員 

(5月 17日) 

       

 

 

ニコニコＢＯＸ  
✧大ニコニコ  

故 織田吉郎パストガバナー令夫人織田悦子様 

✧銚子東ＲＣ 川津光雄様 

本日、銚子ロータリークラブ様で吉賀さんの卓

話機会をいただきありがとうございます。宜し

くお願いいたします。 

✧大ニコニコ 伊藤浩一会員 

5/17を持ちまして、千葉県公安委員を３期９年

務め、退任しました。千葉県知事より感謝状を

戴きました。これからはロータリーの例会に復

帰しロータリーと共に歩みます。 

✧大ニコニコ 大岩將道会員 

奉仕活動優秀ロータリアン表彰ありがとうござ

います。 

✧大里忠弘会員 

17日に行われた地区大会記念ゴルフにおいて 

「新ペリハンディーキャップ」にめぐまれラッ

キー７となりました。とんでもない強風でした 
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✧宮内龍雄会員 

先週あまり暇なので会社の稲荷神社の鳥居４基

（ケッコウ大きい）を一週間かけて、塗り替を

しました。上、下水道の修理、ペンキの塗替、

包丁砥、「だめになったお父さんのかわり」な

んでも承ります。 

卓  話 
「産業用水中ドローンの活用例」 

㈱FullDepｔh 代表取締役 吉賀 智司様 

当社は筑波大学発のベンチャー企業であり、

日本で唯一水中ドローンを開発・販売する会社

であります。「ドローン」と聞くと空のドローン

を想像しますが、水中もドローンの世界になり

つつあります。従来、潜水士による作業が中心と

されてきた水中の領域で、安全面において優れ

るロボットやドローンとの分業が進みつつあり

ます。 

水中は空気中と様々な点で異なります。機械

が壊れる大きな原因である「水」が周囲にあるた

め、防水性能を十分に持っていなくてはなりま

せんし、水圧に耐えられる堅牢な機構を備えて

いなければなりません。また、水中では電波が通

らないため、映像をリアルタイムで確認するた

めにケーブルが必要となりますし、同様に GPS

が使えないため自機の位置座標がわかりません。 

水中のロボットやドローンの多くは有線式で

カメラ撮影する機能だけしか持ちませんが、中

国製等の安価な水中ドローンが少しずつ普及す

るにつれて、「きれいな映像が撮影できても、一

体どこで撮影しているのかわからないとなると、

業務利用には不十分である」ということが、徐々

に知られてきました。 

当社が販売している産業用水中ドローンの特

徴は以下です。 

⚫ 操作の簡易さ…本格的な機材なのに、ゲ

ームコントローラーで接続されていて、

ゲームに慣れている方なら誰でも２～３

時間で操作習得が可能 

⚫ 拡張性…自己位置推定やレーダー機能を

持つ各種の「ソナー」を搭載したり、濁り

の中でも映像確認ができる画像鮮明化処

理を施したりと、業務・用途に合わせて多

数のオプションを搭載可能 

⚫ 過酷な現場でも使える堅牢性 

⚫ 音響センシングによるホバリング等、姿

勢制御能力 

⚫ 極細光ファイバーケーブル標準搭載によ

る安心感 

「産業機として本格的な性能を持ちながらゲー

ムコントローラーで操作できる」という点や、国

産メーカーならではの迅速な修理サポート、ベ

ンチャー企業としての機敏な研究開発能力をご

評価いただき、国内大手の土木系事業者様を始

めお取引をさせていただく機会が増えておりま

す。誠に光栄なことに、銚子の海においても当社

の機材・技術をご活用いただきたいとのお声を、

株式会社東総コンピューターシステムの川津社

長様をはじめに頂戴し、皆様のお役に立ちたい

と考えております。 

さて、国による洋上風力の推進とあわせて「洋

上風力と地域・漁業の共存共栄」の重要性が語ら

れる場面が増えました。夫婦が一緒に生きる＝

共存する上で「価値観の一致」が重要と言われる

ことがありますが、この「価値観の一致」とは将

来どうありたいか？という「ビジョンの一致」と

言い換えられるはずです。つまり、今後洋上風力

が国内に実装されるにあたって、これと地域が

共存共栄していくためには「どのようにこの地

域を発展させたいか、そのために洋上風力をど

のように活用したいか」という意志やビジョン

が定まっている必要があると考えられます。 

「共存共栄」の対義語をネットで検索すると、

「独生」「寄生」「弱肉強食」という言葉が並びま

す。意志やビジョンを持たなければ、少しずつ強

者から搾取される、そんなことが現実に起きて

いるかもしれません。日本 No.1 の港「銚子」が、

海を起点に洋上風力をテコにしてどのように成

長戦略を描くか。もしお邪魔でなければ、一緒に

知恵を絞りたいと思っております。 

 

委員会報告 

宮内清次地域環・境保全委員長 

駅前花壇の花植えを 

21日(金)10：30〜実施 

雨天決行です。 

よろしくお願いいたします。 
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地区大会表彰 

2019-20年度 100％財団寄付クラブ 

 

 

 

 

 

 

米山功労者メジャードナー 猿田正城会員 

 

 

 

 

 

地区研修・協議会表彰 
感謝状  

故織田吉郎パストガバナー令夫人 織田悦子様 

 

 

 

 
長年「希望の風」への寄

付をされている 

 

 

奉仕活動優秀ロータリアン 大岩將道会員 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３７名 出席計算３５名  

出  席２６名 欠  席 ９名  

出席率 ７４．２９％ 

欠席者： 馬場君・廣瀬君・村田君・信太君 

櫻井(公)君・寺内君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】   

5/21花植え（参加 9名） 

石毛君・宮内(秀)君・宮内(清)君・金島君 

大岩君・櫻井(公)君・島田君・多部田君 

田中君 

5/22 RAC年次大会 須永君 

5/23 旭 RC60周年記念式典 髙瀬君・田中君 

【ニコニコ】 

 

 

 

次年度クラブ協議会 
例会終了後、宮内龍雄パスト会長をリーダーに迎

えて、次年度会長方針・五大奉仕委員長より活動

計画の発表がされました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 44,000 計 ￥585,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 47,443 

米山 BOX ￥  3,220 計 ￥ 48,231 

希望の風 ￥ ― 計 ￥263,170 

次週（６月２日）プログラム 

「新入会員卓話」 熊澤 直紀会員 

弁当： 大新 （幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダー 21-22年度石毛会長方針を発表 

テーマ 

「クラブの未来と活性化に向けて」 


