
 1 

 

 

 

 

 

国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2733回例会 平成 29年 1月 20日（金） 

◇ 先月の出席率 

・出席奨励    香取 竜也 サブリーダー  

先月の出席率は 69.05％です。また上半期の皆出席者は 23 名でした。 

遠藤、堀口、石橋、石川、神崎、小宮山、近藤、小寺、諸岡、松田、成田、長原、小川、

佐瀬、設楽、齊藤、佐藤、豊田、角田、渡辺、矢島、吉田、香取 各会員です。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．   齊藤 三智夫 会員 

後半戦もかなり増えました女性会員のお力を借りまして頑張っていきたいと思いますので

ご協力よろしくお願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      諸岡 市郎左衛門 会員 

◇ お客様紹介   

陸前高田ロータリークラブ  千田 勝治 様 

 

◇ 結婚祝い 

杉浦健会員 H15.1.11 

【先月分】 

平野省二会員 S44.12.17 

小池正昭会員 H15.12.3 

 

◇ 誕生祝い 

大木健弥会員 S19.1.2 

神崎誠会員 S33.1.17、浅野正博会員 S48.1.11 

 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：昨年度の社会奉仕委員会のプロジェクト陸

前高田千本松原復興に関して、千田さんの歓迎会に菊屋をご利用い

ただき、ありがとうございました。 
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佐藤 英雄 会員：石橋さんのニコニコと同じです。昨日は 20 名

ほど出席していただき、盛大な歓迎会となりました。 

 

平山 秀樹 会員：「ごめんなさい」ニコニコです。昨年、地区の

2790 地区の RYLA 委員会に任命いただきながら、なかなか参加で

きずにおりました。ようやく、一月十四日参加できました。みなさ

んと一緒にウォークラリーのコースを歩いてきました。皆様からは、

故平山金吾会員が参加された時のお話をいただくなど、温かく迎え

ていただきました。本番は二月二十五日（土）、二十六日（日）と

なります。私の子供達を誘ったのですが、断られてしましましたが、

一所懸命参加してまいります。古市先生の講演も当日あります。よ

ろしければご参加ください。 
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◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

今日の例会は、「高田松原を守る会」の陸前高田ロータ

リークラブ千田様の卓話です。千田様後程よろしくお願

いいたします。さて先週はいろいろな出来事がありまし

た。皆様既にご存知だと思いますが、3 点取り上げさせ

ていただきます。まず天皇陛下の退位のご意向を巡り、

2019 年（平成 31 年）1 月 1 日皇太子さまが新天皇に即

位し、同日から新元号を適用する案が政府内で浮上して

いるニュースが飛び交いました。天皇陛下は昨年 8 月 8 日の国民へのビデオメッセージで

「戦後 70 年という大きな節目が過ぎ、2 年後には平成 30 年を迎えます」と述べられまし

た。政府内では「退位は 18 年がリミットと言うのが陛下の気持ちだ」との受け止め方が広

まったと言います。元号について、私なりに調べてみましたので少々話をさせて頂きます。

天皇一代に一つの元号とする形は明治時代に始まったと言われ、1979 年元号法により、皇

位継承時の元号を改める「一世一元」を定めているようです。「昭和」から「平成」に改元

した際は１、漢字 2 文字 ２、書きやすく読みやすい ３、過去に使われたものでないと

いう事を基準に有識者から提案を受け、衆参両院議長らの意見聴衆などを得て閣議決定さ

れたそうです。平成は 650 年の「大化」以来、247 番目の元号だそうです。政府は昭和天

皇の崩御前から水面下で新元号案を検討し、複数の中から崩御当日に「平成」を発表しま

した。そして 2 つ目は韓国釜山の日本総領事館前に慰安婦を象徴する少女像が設置された

のを受け、日本政府が駐韓大使の一時帰国やハイレベルの経済協議の延期などの対抗処置

をとりました。政府が厳しく対処したのは、放置しておけば既成事実化される恐れがある

からだと思います。また、日韓が一昨年末に「最終的かつ不可逆的な解決」で合意した慰

安婦問題が蒸し返されないよう警鐘を鳴らす意味合いも大きいようです。韓国政府はこの

合意でソウルの日本大使館前の少女像を求める日本側に配慮し「解決に向けた努力」を約

束しました。その最中に今度は、釜山の総領事館前に像が設置されたわけです。たとえパ

ク・クネ大統領が職務停止状態でも韓国政府が主導して市民団体などを説得し、撤去への

努力を重ねるのが筋だろうと思いますが皆さんの考えはどうでしょうか。日経「社説」を

一部引用させていただきました。最後 3 つ目は、新成人についてです。今年県内の新成人

は 6 万 3,299 人。前年より 6.8％増しだそうですが、ピーク時の 1004 年に比べると約 6 割

にとどまり 9 年連続で 6 万 5 千人割れ、少子傾向は続いています。では成田市ではどうで

しょうか、昨年新成人は 1,332 人、今年は 1.1％増しの 1,480 人です。ここ 10 年で一番多

いのは平成 21 年の新成人 1,524 人だそうです。未来を背負う若者が増えることを願ってお

ります。そして国際ロータリー会長ジョンＦ.ジャーム氏より各クラブにメッセージが届き

ました。読ませていただきます。「新年にあたって皆様と共有したい目標があります。それ

は私たちが携わった活動のお蔭でより良い人生が送れるようになった人たちがいるという

満足感をもって、本年度を振り返られるようにすることです。「人類に奉仕するロータリー」

を通じて「世界でよいこと」をするというロータリーの目標をかなえるためのご尽力に心

より感謝を申し上げます。 心を込めて。 

最後に皆様に報告があります。皆様のボックスに成田ロータリークラブ小史が入っていた

と思いますが、これは近藤会員が創立から 55 周年までの主な出来事を初めとし、今日卓話



 4 

をいただきます千田様に関連する東日本大震災復興支援等をまとめ上げたものです。成田

クラブに 120 部を個人的に寄贈してくださいましたことを皆様に報告いたします。 

  

◇ 表彰 

米山記念奨学会  

第 8 回マルチプル  遠藤 英一 会員 

 

 

◇ 成田ロータリークラブ小史の発行について 

                   近 藤 博 貴 

 このたび私の勝手な行動でこのような冊子を作り、配布しまし

たことをお詫び申し上げます。 

 石川会長からは印刷代を負担して下さるという申し出があり

頂戴しましたが、これはニコニコボックスに入れたいと思います。 

 平成２３年(2011)３月、成田ロータリークラブは創立５０周年

を迎え、いろいろ記念事業を企画し実施しました。その際クラブ

創立当時の経緯を調べることになり、創立１０周年、２０周年、

２５周年記念誌や保管されていた古い週報綴などをひもときました。週報は残念ながら５

０年間ものの全部が保存されていたわけではなく、欠如している年度もありました。成田

ロータリークラブは、最初千葉ロータリークラブから設立の働きかけがあり、佐原ロータ

リークラブの熱心な協力により設立の運びになったこと、創立までには足かけ３年もかか

ったということが記念誌の記事にありました。また、スポンサークラブは千葉、佐原の両

ロータリークラブの共同であったことがロータリー文庫から受領した資料などにより判明

しました。それらの事実を調べているうちに深みに入り、５０年間の主だったクラブの奉

仕活動を取り上げる結果になりました。 

 このたび創立５５周年を機に、さらに５年間の記録を加えてこの小冊子を作りました。

ここに掲載した資料は小生が個人的に調べたものであり、その選択には多分に偏見もある

と考えています。過去の事績を掘起こしてみてもあまり意味がないように思いますが、今

後、成田ロータリークラブが奉仕活動をしていくうえで、この記録が役立つことがあれば

幸いであると考えています。 

 

◇ 委員会報告 

・ニコニコボックスについてのお願い   矢島 紀昭 クラブ管理運営委員長 

今年度のニコニコボックスの目標額は 120 万円です。しかし、12

月末現在で 43 万円となっております。そこでお願いですが、誕

生日と結婚祝いはそれぞれ 5,000 円以上です。上半期の対象者は

60 名、下半期は 80 名、全部集まると 80 万円近くにはなるはず

なのですが、現在そこまでいっておりません。当日例会に出席さ

れなかった方、ついうっかりして払ってないという方、知らなか

ったという方がいると思いますが、そういう方は後ほど事務局までお願いします。 
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・広報・公共イメージ向上委員会   菊地 貴 リーダー 

「ロータリーの友」紹介です。28 ページ“心は共に東日本大震

災”という連載物があります。毎月色々なクラブが東日本大震災

に対して、こんなことをやっているよということを紹介するペー

ジでございます。今月は山形、気仙沼さんの取り組みが紹介され

ております。成田もチャリティーコンサートをやりました。こん

な形でロータリーが東日本大震災に対して心を寄せているんだ

よと毎月載っておりますので皆さんも是非ご一読ください。 

 

・広報・公共イメージ向上委員会／次年度幹事  長原 正夫 委員長 

次年度のロータリーのテーマとマークが決定

しました。“変化をもたらす”です。ご報告い

たします。 

2 月のメディア協議会ですが、成田国際空港の

大塚会員にご協力いただき、例会とメディア協

議会を同じ日に開催いたします。皆さんに

FAX した案内には名

前が記載されていな

かったものですからここでご紹介いたします。地域共生部の担当

次長関口様、空港計画部の担当部長竹村様に卓話は頂く予定です。 

最初に卓話をいただき、そのあと協議会、質疑応答などを含めて

開催いたします。 

 

◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・週報 成田コスモポリタン、多古、旭、成田空港南各ロータリークラブ 

・例会変更 成田コスモポリタン、白井、多古各ロータリークラブ 

・ハイライトよねやま 201.202 

・銚子ロータリークラブ 60 周年記念式典のご案内 

・RLI PARTⅡのご案内 

・職業奉仕月間リソースのご案内 

・財団室 NEWS1 月号 

・ロータリー財団 100 周年シンポジウム実行委員会より朝日新聞広告 

・NEWSLETTE No.211 

・ちば里山新聞 

・君とつばさ 

≪連絡≫ 

・メディア協議会出欠表 

・理事会報告 

・今月のレート 116 円 

・会員数 71 名 
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◇ 陸前高田ロータリークラブ 千田 勝治 様 略歴 

・公選職歴 

 平成 15 年 陸前高田市議会 議員 

 平成 23 年～25 年 東日本大震災復興対策特別委員会 委員長 

 平成 23 年 陸前高田市議会 副議長 

 平成 23 年～25 年 三陸従貫自動車道整備促進特別委員会 委員長 

・ロータリークラブ歴  

 平成 14 年 国際ロータリー第 2520 地区 陸前高田ロータリークラブ 入会 

 平成 19 年～平成 20 年 陸前高田ロータリークラブ 幹事 

 平成 20 年～平成 21 年 陸前高田ロータリークラブ 副会長 

 平成 21 年～22 年、平成 24 年～25 年 陸前高田ロータリークラブ 会長 

 平成 27 年～28 年 国際ロータリークラブ第 2520 地区 第 3 分区 ガバナー補佐 

 

◇ 卓話  

―陸前高田 高田松原― 
陸前高田ロータリークラブ 

千田 勝治 様 

改めまして成田ロータリークラブの皆様こんにちは。 

ただいまご紹介いただきました岩手県の陸前高田ロー

タリークラブに所属しております千田勝治と言います。

今日は皆さんの例会で高田松原の活動について卓話を

する機会をいただきましたことに感謝申し上げると同

時に、本当に光栄に思います。そしてまた皆様は 6 年前

の 3.11 東日本大震災で被災した地域に支援をしていら

っしゃるとお聞きしました。昨年度は陸前高田の松林の

再生のために日々がんばっている“高田松原を守る会”

の為に、日本大学のオーケストラを呼んでチャリティーコンサートを開催し、その利益金

を“松原を守る会”にご支援いただいたということにつきましても改めて皆さんに感謝と

敬意を表したいと思います。ありがとうございました。 

 

その話の前に、千葉県と陸前高田市との関わりが歴史的に非常に太い繋がりがあるのでち

ょっと紹介させていただきたいと思います。800 年ほど前に当時国を支配していた源頼朝

が鎌倉に幕府を開き、頼朝が奥州藤原氏を討伐しろと命じた本佐倉城の千葉常胤と言うお

殿様が、一族郎党従え奥州に参戦したという歴史があります。私の先祖はその千葉殿様に

仕えた家老であったということが伝わっておりました。それは一関の長坂城と言うところ

なのですが、現在は唐梅城とも呼ばれています。そこに千葉殿様が城を築き、東北の石巻

から気仙地域まで各出先に沢山の千葉殿様がおりました。それを統括するのが一ノ関の長

坂城で、そこで筆頭家老をやっていたと言う事です。それ以前の歴史のことについては私

も全然わからなかったのですが、たまたま酒々井で老人施設の理事長をやっている鎌田さ

んと言う方が陸前高田にボランティアに入ってきまして、その鎌田さん達がなぜ陸前高田

に千葉と言う苗字が多いのかと疑問に思ったことから始まり、その鎌田さん達が地域の本

佐倉町や酒々井、千葉氏の事について調べたようです。それで私たちに声がかかり是非来
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ていただき、交流をしましょうと言うことになりました。そういう歴史的なつながりも今

調査しているところです。それで明らかになったのは、千葉氏が東北に参戦していたとき

に、私の先祖も隣の多古町から行ったようです。それで私のルーツが初めて明らかになり

ました。ということで千葉県と陸前高田市には切っても切れない深いご縁がありますので

改めてご紹介させていただきました。 

 

本題に入りますが、東日本大震災の時に高田松原が地元にあり 7 万本の松があったわけで

すが、今は“高田松原を守る会”という会が活動しております。陸前高田ロータリークラ

ブには環境に非常に関心のある先輩たちが多く、環境問題で社会に貢献しよう、奉仕活動

をしよう、そうしているときに当時の陸前高田ロータリークラブの会長である宮城さんが、

自然環境守るため、松原を保護するために会を立ち上げようと言うことで高田ロータリー

クラブが立ち上げた組織です。3 年間陸前高田ロータリークラブとして活動していたので

すが、それでは駄目だということになり市民活動に移行しました。陸前高田ロータリーク

ラブで設立したのは平成 15 年、そのまま 18 年の 3 月に市民活動に転換して現在の高田松

原を守る会が継続して作業を実施しているところです。 

 

それにあたって高田松原の経緯をちょっと紹介させていただきます。 

もともと高田松原は松原とは言っておりませんでした。もともとは立神浜と呼んでいまし

た。当時は江戸時代ですから、千葉氏の滅びた後、徳川の時代です。仙台藩の伊達政宗の

孫分の綱宗が高田松原に来て、高田で農家の大規模経営した豪農であり、豪商でありまし

た菅野杢之助、その菅野杢之助に綱宗が砂浜に松を植えるように命じたようです。これが

高田松原の最初の話です。 

その命を受けた翌年、1667 年、私財を投じて 200 人の人夫を使いながら 6,200 本の松を植

えました。ところが当時は科学的な分析もできなかったので、6,200 本の赤松を植えたの

ですが、塩害で半分以上の松は枯れてしまったそうです。赤松はほとんど山の中腹以上に

あります。塩に弱く、本来、海岸線に植えるのは黒松だったんです。命を受けた杢之助が

5 年後に亡くなったのですが、残った 3,000 本をもっと増やすために、親の意を継続して

孫たちが松原を守るために 80 人から 90 人の人夫を雇い約 7 年かけて松の植栽をやったそ

うです。これはあくまでも私財でやりました。そういうことで松原が再生しているわけで

すが、陸前高田の 3 分の 2 を当時高田町が所有して、3 分の 1 はその隣町の気仙村の松坂

新右衛門が所有していました。気仙川というのがあるのですが、たびたび氾濫しておりま

した。松坂新右衛門は災害を防ぐために私財を投じて残された面積に 70,000 本の松を植え

ました。 

 

そのような形で高田松原が形成されたわけです。また松原は明治になり一旦は国有林にな

ったのですが、明治 42 年になり、今から約 100 年前の話ですが、当時の高田町に払い下

げられました。ところが高田町には国から引き取るだけのお金がなかったようです。お金

の調達ができないので今の一関市に千厩町と言う町があるのですが 、そこで酒蔵をやって

いた横屋さんにその土地を引き取ってもらいました。高田以外の人に松原の地主さんにな

ってもらったのです。しかし、その後昭和 21 年、現在の高田市に所有権が移りました。こ

の謂れを現在の陸前高田ロータリークラブの上部徳七さんと言う方がお話になるのですが

（現役で今も例会に出席されており、市の助役を長年続けた方です）、当時自分が市役所に

入ったときに、リックサックにお金を詰め払い下げをしに行ったそうです。当時市役所に
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入ったばっかりだったのでお金を背負っていく役目だったのでしょう。そういうことで陸

前高田松原が素晴らしい松並みを形成し日本を代表する白砂青松の名勝地となりました。

陸前高田市の市民にとっては、散歩をしたりツーリングしたり、高田松原は市民の憩いの

場所です。2 キロの砂浜があり夏は沢山の人が海水浴に訪れます。海水浴のピーク時にな

ると 400,000 人もの人が訪れます。慕われていた高田松原です。ということを受けて 1927 

年、日本百景として選ばれています。1940 年には、国の指定の文化財として指定されまし

た。1964 年には陸中海岸国立公園としても指定されました。その他にも日本名松百選とし

て選ばれています。森林浴日本 100 選にも選ばれています。白砂青松百選にも選ばれてい

ます。海と緑の健康地域にも指定されています。日本の渚 100 選にも指定され、それだけ

高田松原と言うのは素晴らしかったと言うことです。私たちは地元にいて松原というのは

いつも見ていましたから当たり前だと思っており、貴重だと言う認識がありませんでした。

ところが震災以降、“松原を守る会”と言うことで活動し九州や、関東など色んなところへ

行くと、やはり高田松原はすごかったのだなぁと今になって再認識しているところです。 

 

平成 9 年に南の方から松食い虫がどんどん侵食し北の方へきました。平成 9 年以前は隣の

気仙沼市も所々枯れて松が枯死しているのがわかりました。平成 9 年に陸前高田市でも確

認されるようになり 4、5 年ぐらいは枯れたなと思うと森林組合に連絡し駆除処理し対処方

法をとっていたのですが、陸前高田市としてはやっぱり象徴の松原ですので、ぜひとも陸

前高田で食い止めねばならないと言うことで、平成 14 年に松食い虫を削除する殺虫剤を年

に二回、震災の前年まで続けておりました。ですから高田松原の松食い虫の被害は殆どな

かったのですが、その松林が東日本大震災で 7 万本が 1 本だけになってしまいました。と

いうのが高田松原の歴史です。松原というのは非常に貴重であったと無くなって初めて認

識しているところであります。 

守る会の活動として奇跡の一本松として残った松でござい

ます。震災前は松葉がきをしたり清掃活動をしたり“松林を

守る会”や“高田松原を守る会”やロータリーがやっており

ました。松というのは栄養のあるところでは育ちません。不

栄養のところで育ちます。栄養があると枯れてしまいます。

こういうことも震災の後、私たちの勉強の中でわかったこと

です。テーブルに松原を守る会の活動の一環を紹介してあり

ます。別紙参照 

本日は、内容を端折って説明させていただきました。御清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

齋藤 三智夫 会員 1月 18日 地区月信委員会 

小川 賢 会員 1月 18日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

諸岡 靖彦、佐瀬 和年、佐藤 英雄、神崎 誠、齋藤 三千智 
松田 泰長 各会員 

1月 23日 RLI･DL ブラッシュアップ研修会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７１ ６８ ４８ ２０ ７０．５８％ ７４．６％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 
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