
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８５５号（２０１５年６月１０日発行） 

 

    

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 信 太 秀 紀 

副会長 宮 内 龍 雄 

幹 事 田 中 英 子 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館内 

電 話  0479-25-3111(会館) 

     0479-23-0750(専用) 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

 2014～2015年度 ＲＩテーマ 

    ロータリーに輝きを  
     LIGHT  UP ROTARY 

 2014〜2015 ＲＩ会長 ゲイリー Ｃ．Ｋ．ホァン 

 

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 宇佐見 透 (千葉幕張ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 宮内 清次 

副委員長 石毛 充 委員 越川 信一、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「夜間移動例会 新旧クラブ協議会」 

 

会場：キャルネ・ド・サントゥール 

 

前回例会報告（６月３日） 

点      鐘：信太 秀紀会長 

国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

ビジター紹介： 

銚商会 大八木鷹次様（卓話者） 

 

 

 

 

みなさんこんにちは！成功者が一番多い起

業年齢は、平均３２歳だそうです。世の中のこ

となどなにもわかっていませんが、その情熱と

探究心が成功に導くのです。そういう意味では、

定年退職をしてからの起業はかなり難しいこ

とになります。７０歳を超えて起業し、成功し

たカーネルサンダースの例は珍しいと言える

でしょう。３２歳という、経験もなく怖いもの

知らずの情熱が、奇跡をおこします。最初は、

何も分からないでやっていますが、夢中で行動

しているうちにいろいろなことがわかってく

るのです。 

 反対に、もっとも会社が倒産しやすい社員の

人数は８０人だそうです。これくらいの規模に

なってきますと、放漫経営になり、愛人を作っ

たり、ゴルフに没頭したりと、会社に気が回ら

なくなってしまうケースが多いのだそうです。

また、大ヒット商品の寿命は３年３カ月といわ

れておりますが、その直後は倒産の危険が高い

のだそうです。事業所が大きくなりすぎている

ため固定費や人件費が膨らんでいるからです。

ということは、放漫経営の逆をやればそう簡単

に潰れないことになります。「小さいヒットを

こまめに出すこと」それが大切であります。 

 ユニクロの柳井正社長はこう言っています。

「経営者になるべき人がなったら成功する、な

ってはいけない人がなったら失敗する。例えば、

みんなが登れない山を登って、自分もやはり失

敗するが、あきらめず、さらに数回挑戦する。

また全部失敗するが、絶対登る、という情熱が

あるので、さらに数十回チャレンジしているう

会 長 挨 拶 
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ちに、とうとう、けもの道を見つけだし、頂上

にたどり着く。この持続的な粘りがあるかどう

かが成功者の条件である。」創業時代のあの情

熱をもう一度思い出しましょう。 

 

 

第１２回理事会 

第１号議案 ６月７月８月プログラムの件 

…承認 

第２号議案 親睦旅行決算案の件 …承認 

第３号議案 地区研修・協議会の件…承認  

第４号議案 新旧クラブ協議会の件…承認  

第５号議案 歓送迎会の件 

 …承認 6月 30日(火)6時半～茂利戸家 

第６号議案 社会を明るくする運動の件  

…承認 市内パレード７月４日（土） 

第７号議案 クールビズの件  

…承認 例年通り６月～９月実施 

第８号議案 ネパール大震災支援義捐金の件 

  …承認  
 
 

【週報拝受】 

成田空港南 RC、銚子東 RC、鹿島臨海 RC 

1. フェアウエルパーティ

のご案内（再度） 

2. 財団室ﾆｭｰｽ６月号 

3. 災害時におけるｼｪﾙﾀｰﾎﾞｯｸ

ｽとの協力について 

4. 2016 年ソウル国際大会

の登録について   

5. 2015年7月のクラブ請求書／会員情報の変更

はお早めに 

…ガバナー事務所 

6. 次年度資料ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｻｲﾄ更新のお知らせ 

…ガバナーエレクト事務所 

7. 第６５回社会を明るくする運動銚子市推進

委員会の開催について 

…銚子市推進委員会 

8. 第４１回関東近県中学生選抜野球大会後援

のお願い        

…銚子市体育協会 

【例会変更】  

銚子東 RC 

6月 23日(火)船上例会(最終例会)の為、 

フィリッパー号 点鐘 18時 

銚子マリーナ/銚子プラザホテル  

30日(火)定款第 6条第 1節により休会 

 

 

 

☆入会記念日：田中 英子会員（6 月 2 日） 

 
 

☆高橋宏資会員 

二人目の孫が誕生しました。

優しく元気なおじいちゃん目

指します。 

 

 

 

☆宮内清次会員 

今年度の会報もあと３週を残すノミとなりま

した。新しいスタイルを模索

して設けた「会員投稿欄」へ

は延べ３２名の投稿を頂き

ました。投稿欄は本日を持っ

て締め切らせて頂きます。ご

協力有難うございました。 

 

 

 

 

千葉県立銚子商業高等学校の歩み 

 

銚商会 大八木 鷹次様 

 
銚子商業高校（以後銚商）は 1990 年（明治 33

年）海上郡銚子町、今宮小学校内に仮設校舎を

建て創立した。日清戦争後、国策「国力の充実・

教育の振興」を達成の為、県は銚子、成東、木

更津、佐原、大多喜、安房の地に中学校を増設

した。この銚子中学校が銚商の前身となる。し

かし学校運営は順風ではなかった。創立間もな

く県知事石原健三は財政逼迫を理由に中学校

廃止の提案を議会に提出、否決、再議の上強引

に可決せしめた。これに対し、全市民ガク然。

生徒は「僕達はこの学び舎で友と先生と共に学

んでいきたい。男の本懐ぞ、腹真一文字にかき

ニコニコ BOX 

卓  話 

会 員 の 記 念 日 

 

幹 事 報 告 

理 事 会 報 告 
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切って…血判。血判…」この悲痛な叫びに有志

は大きく動いた。二町五ケ村による組合立中学

校設置を文部省に申請認可された。1906 年(明

治 39 年 3 月 2 日)であった。地域と生徒が学校

の継続を勝ちとった瞬間である。県議会は、こ

れに絡んで「県民の為に忠実ならざる者と認

む。」と石原健三知事の不信任案を提出。海上

郡銚子町選出県議石上新藤氏読み上げ可決さ

れた。組合立中学校は 1908 年千葉県立銚子商

業学校へと引き継がれ現在に至っている。銚商

の創生期についてお話してきましたが、部活動

が盛んである、特に硬式野球部についてふれて

いただきたいとのご要望がありましたので若

干述べます。 

 銚商硬式野球部は過去甲子園に春の選抜 8回、

夏の選手権 12 回、計 20 回出場し選抜大会準優

勝 1 回、選手権大会優勝 1 回準優勝 1 回という

輝かしい成績を残しています。 

当クラブ会員、阿天坊俊明氏は昭和４０年全国

準優勝を銚子市行政アドバイザー木樽正明氏

と共に主力選手として活躍し成しとげており

ます。野球そのものについての解説は彼等に頼

み、ファンからの一通の手紙を紹介して本稿を

終りといたします。9 月 26 日付、大衆日報紙に

は、「応援出来て悔いなし」「彼は他界」「恋人

からの一文」「感涙滂沱」…他の活字が踊る。

私は看護学生、一つ年下の彼がいた。しかし白

血病にて他界、春の選抜から銚商をずっと応援、

今夏彼の両親から「夏をこせるかわからない二

人で甲子園にて銚商の試合を応援させてとの

願い」8 月 11 日、甲子園にて彼と精一杯応援を

しました。試合後、彼は「一番一緒にいたいと

思う子と一番応援したかったチームを応援出

来てよかった」と話してくれた。一週間後 8 月

18 日午後 4 時 30 分息をひきとりました。彼は

おまえの事ずっと見ている。ここまで生きてこ

れたのは彼ら銚商野球の存在、この言葉を彼ら

に伝えて欲しい。 

この便りを受け校長は感涙滂沱…。           

以上 

 

行啓   来校された著名人 

1916  東宮殿下（後の昭和天皇）行啓 

1946  昭和天皇陛下戦災復興、授業御覧になる。 

1911   大隈重信 早稲田大学創始者 

銚商第一回卒業式 

    告森良県理事 銚商第一回卒業式 

1921  鈴木文四郎 組合立第一回卒業式  

          朝日新聞出版局長 

1929  井上準之助大蔵大臣 創立 20 周年記念

講演。他多数。 

 

 

 

 
大里忠弘クラブ情報委員長 

 

RI会長メッセージでホ

ワン会長は、会長を務め

るにあたり自分たちが

ロータリーの中でどれ

だけ多くの素晴らしい

経験と友情を見つけた 

か、そしてロータリーが

どのようにして私たち

の人生を豊かにしてくれたかを世界の人たち

と分かち合いたいと思った、と語っています。 

P7〜P12 

ロータリー親睦月間にあたり世界のいろいろ

な親睦活動グループの紹介並びに各クラブに

ある同好会との違いが説明されています。なん

のグループか、名前からはわからないようなグ

ループもあります。 

P13 

先月に引き続き、独自に奨学金制度を持ち運営

しているクラブの紹介 

P34 

青少年プログラムのロゴ変更報告 

P37 

RI指定記事としてR財団管理委員長ジョン・ケ

ニー氏メッセージ 

縦稿P15 

友愛の広場より 

ロータリーを「一言で言う」ならば 

丸亀RC横田氏 

P19  

東京渋谷RCバナーなかなかセンスが良いようで。   

P28ロータリーアットワークより 

婚活パーティー実施多治見リバーサイドRC 

社会奉仕になるのでしょうか。 

ロータリーはいろいろな活動をします。 

P31 

「ロータリーダイニング」発刊 

第2650地区広報、雑誌委員会出版コストを差し

引いた金額を「ロータリー希望の風奨学金」に

寄付との事 

    

 

 

 

委員会報告 
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私を育むロータリークラブ 

 

銚子東ＲＣ 宮内 博様（パスト会長） 

 両ロータリー

ゴルフ会の幹事

をさせて頂いて

おります銚子東

ロータリーの宮

内です。日頃は銚

子ロータリーの

皆様には大変お

世話になってお

ります。私事ですが早いもので入会して１１年

目に入りました。その間に幹事・会長・そして

織田ガバナーの時に地区幹事をさせて頂きま

した。特に地区幹事として織田ガバナーや杉山

幹事長そして銚子ロータリーの皆さんと一緒

に活動できたことは私にとっては大変貴重な

経験でありました。 

当時、２カ月に１回、千葉で行われるガバナ

ー補佐会議に織田さん杉山さんの運転手とし

て同行させて頂き、会議時や車中でのお二人の

お話に耳を傾け、自分ももっと勉強しなければ

と刺激を受けたことを思い出します。その他、

クラブ幹事の時、ガバナー補佐であった猿田さ

んからも沢山のことを教えて頂きました。私は

銚子東ロータリーの会員でありますが、クラブ

を超えて親しくして頂けるロータリーが大好

きです。また両ロータリー合同の唯一の同好会

であるゴルフ会を通じて皆様とより親交を深

めたいと思います。今後もよろしくお願い致し

ます。最後に会報への寄稿の機会を与えて下さ

いました宮内清次さんに感謝申し上げます。 

（大勝建設（株） 支店長） 

 

【出 前 教 室】 

 
 

毎年６月に

開催してい

る中学校へ

の出前教室、

今年は６月

３日午後２

時から第２

中学校で開

催。 

講師として本クラブからは小林昭弘会員が「私
達の生活から切っても切れない刃物」と題して

講演 

実物を示しての授業は生徒に大変好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

御出席の皆さんご苦労様でした 

青少年奉仕委員長佐藤直子 

 

【出席報告】 

↧白濱龍興例会運営副委員長 

会員総数４４名  

出席計算４３名 出席３２名 

欠 席１１名 出席率 74.42% 

欠 席：青野君・伊東君・鴨志

田君・栢尾君・越川君・丸山君

宮内(秀)君・宮内榮君・杉山君

富永君・植田君 

【Ｍ Ｕ】  

5/25：分区ゴルフ大会 島田君 

6/2：銚子東 RC 大里君・坂本君 

6/3：出前教室  小林君・宮内(龍)君・佐藤君

信太君・田中君 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥ 528,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  63,551 

米山 BOX ￥  3,000 計 ￥  60,033  

希望の風 ￥ 27,200 計 ￥ 404,671 

会 員 投 稿 欄 

次週のプログラム（６月１７日）  

 

「五大奉仕委員長 退任挨拶」 

    

 宮内龍雄 クラブ奉仕委員長 

宮内秀章 職業奉仕委員長 

松本恭一 社会奉仕委員長 

髙木浩一  国際奉仕委員長 

佐藤直子 青少年奉仕委員長   

お弁当：膳（幕の内） 


