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事会報告 

第 5９巻第 22号 通巻第 2790号 

第 2810回 例会 

2018年（平成 30年）3月 27日 
12:30点鐘 商工会議所 4階例会場 

 

2017～2018年度 
国際ロータリーテーマ 

ロータリー 変化をもたらす 
国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー 
 
第 2790地区ガバナー  寺 嶋 哲 生 
第 6分区ガバナー補佐  志 田 延 子 
東金ロータリークラブ会長 秋 葉 芳 秀 

〃      幹事 並 木 孝 治 
 
 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様ご紹介 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「それでこそロータリー」 

並木 孝治 幹事 

並木 孝治 幹事 

かしま 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

小野 康雄 様 

（東金アリーナ 館長） 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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会長挨拶 

 
秋葉 芳秀 会長 

３月１０日の土曜日、米山奨学生の修了
式が三井ガーデンホテル千葉で行われま
した。米山奨学生全員が出席し、寺嶋ガバ
ナーから銘々に終了証書が手渡されまし
た。私は米山の集いに数回参加しておりま
すが、その度に彼らの真面目な態度に感心
します。 
主にアジア地域から来る全員優秀な留

学生であり、卒業後は日本国内で就職する
者、或いは直ちに帰国し母国で活動する者
など、進路はそれぞれ違います。ナレット
君は千葉大の大学院生として、更に勉学に
励みます。 
前回の例会でお伝えしましたが、ナレッ

ト君の母国カンボジアの公立学校の屋根
修理に協力することになりました。費用は
工事費を含め日本円で３５万円程度を要
し、その内の半額はＲＣ財団の「地区補助
金」対象となりますので、早速申請いたし
ます。久しぶりにロータリークラブらしい
活動への参加となり、完了するまで大変な

苦労が予想されますが、皆様の温かいご支
援を宜しくお願い申し上げます。 

幹事報告 

並木 孝治 幹事 

〇勝浦ＲＣ創立 55周年記念式典並びに祝 
賀会のご案内が来ています。4月22日（日）
12:30から登録、13:30～式典、14:30～記
念行事 （勝浦市芸術交流文化センター
キュステにて）16:30～祝賀会（勝浦ホテ
ル三日月にて）です。会長が参加します
ので、参加できる方はよろしくお願いい
たします 

〇2018年国際ロータリートロント大会の
旅行案内が来ております 

〇3月 17日茂原中央ＲＣ創立 25周年記念 
式典に会長、幹事、古川会員、小林会員
で行って参ります 

 
 
 
 
 
 
 

第 2809回 例会の記録 <3月 13日＞ 
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表彰状授与 

 
地区大会において高山友二会員が長寿ロータリアンとして
表彰されました。 

卓話 

 
野口 雅子 会員                      

築地市場 

築地と言うと野菜もたくさんあるよう
に皆さんは思われるかもしれませんが、東
京の市場の中では、一番入荷量が少ない市
場です。特殊な、ランクの高い和食屋さん
などで使われる野菜は築地市場に入りま
すが、大根、にんじん、玉ねぎなど毎日皆
さんが使うような野菜は本当に少量しか
入っていません。今年のような天候不良が

あった場合は、築地市場には入ってきませ
ん。 
お魚は関東全域の食を賄うものとして

築地に集まるようになりますが、築地から
中国やシンガポールなどに運ばれるもの
もあり、今、海外からバイヤーさんが見学
に来ています。 

大田市場 

東京の胃袋をもっとも賄っているのは
大田市場です。元は神田にあった市場が大
田にそっくり移転したものです。全体的に
は、大田は豊洲よりも広い敷地をもってい
ます。野菜は都内では一番の入荷量で、か
なりの量を賄っています。 
水産棟は閑散としていまして、築地と同

じ仲卸さんが入ってはいますが、ほぼ築地
の下請け状態です。大手のスーパーさんに
並んでいるお刺身などをそこで切って冷
凍して持って行っています。 

豊洲市場 

築地から移る豊洲市場には水産棟とい
うものがあります。大田市場に競り落とさ
れたものが運ばれ、スーパー向けのお刺身
のパッケージ等をしていますが、そのパッ
ケージ部門も豊洲にできます。青果棟もで
きます。今の野菜部門よりも広くなります
が加工場が主体となります。野菜に関して
は大田市場に中間業者が作った路地のよ
うななかに仲卸の為に建てた建物があり
ます。今は他の商社が購入したものをパッ
ケージする場所が半分以上を占めていま



============== ========Togane Rotary Club  2017-18 ===================== 
 

 

Page 4 

す。その大きな部分がこのたび豊洲のパッ
ケージ棟に動くようです。 
豊洲の市場はトラックが建屋の中に入

らなくても、ドックに横付けすれば冷蔵庫
の中に運び込める構造になっています。車
は建物の中に入らない形です。大田も豊洲
も海沿いの市場なので、3.11以降は内陸部
の西東京や国立などの市場を閉鎖せずに
残すことになりました。 

パート職員の確保 

大田と豊洲の市場の間にお台場があり
まして、人口が少ないエリアです。3つの
エリアで働く人の取り合いが起きるだろ
うと言われています。東金ですと最低賃金
に近い時給でパート職員が集まりますが、
あちらでは昼間 1000円ではパートさんは
見つかりません。1100円から 1200円が相
場になっています。市場は暑い、寒いがあ
りますので、大手のデパートさんなどに比
べると求人は不利です。夜は時給 1400円
から 1500円出しても人が集まりません。 
東金がもっと交通の便が良くなって、東

京に通えるようになると変わると思いま
す。今は浜松町までの高速バスが 1時間半
かかります。圏央道などもありますが、鉄
道等が便利になれば、東金が東京のベッド
タウンになれるのではと思います。実際、
今は埼玉や神奈川の交通の便が良いとこ
ろから人が東京に通勤しています。 

例えば今、シーサイドライナーは 1時間
に 1本ですが、夏場になると朝 5時、6時
のバスはほぼ満席で、通勤定期を使った方
が乗っています。満員だと乗れないことも
あります。交通の整備を工夫すれば、東金
ももっといい街になるのではないかと思
います。 
今は週休 2日で、市場は 365日動いてい

ます。日曜日仕事をしている人が平日東金
にいるようなことも想像すると、いろいろ
と変わって見えてくると思います。 

がんばる 

私が大好きな言葉で、普通の「頑張る」
ではなく、「顔晴る」です。東北の人たち
が「いつもにこやかに、顔が晴れるように
がんばる。そうしたい」「被災地と言わな
いでほしい、みんなと同じようにしてほし
い」と。「『頑張ってね』と言われるとお尻
を叩かれているような気持になるけど、自
分たちは精いっぱいのことをやっている
んだよ」とおっしゃっていました。応援の
しかたもこれからは違ってくるのかなと。
例えば、山田町の方では線路があるけど、
鉄道が通っていない。駅舎ではロータリー
が寄付した古い時計がそのままになって
いました。三陸鉄道がこれから復興してい
く中で、そこにロータリーの力が必要とさ
れるのではないかと思います。 
 

出席率  ３月１３日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１5名 ７３．３３％    ２，８１８円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（緊急の場合は当日 10 時までに）事務局宛に，
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。  
メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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