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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 宮 内 龍 雄 

副会長 島 田 洋二郎 

幹 事 佐 藤 直 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   

2015～2016年度 ＲＩテーマ 

世界へのプレゼントになろう  

Be a gift to the world 

2015〜2016 ＲＩ会長 K．R．ラビンドラン 

 

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 櫻木英一郎 (千葉ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 上総 泰茂 

副委員長 高瀬 幸雄 委員阿天坊俊明・小田島國博 

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

 

「ロータリーの友月間に因んで」 

 信太 秀紀クラブ情報委員長 

 

前回例会報告（８月２６日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

第２７９０地区会員増強・退会防止委員会 

委員長 北原 俊彦様（千葉南 RC） 

委 員 小寺 真澄様（成田 RC）  

 

 

 

 

 

 

 

千葉科学大学ローターアクトクラブ 

会 長 福留 哉太様 

 

 

 

 

  

 

 

 

 皆さん今日は。室町時代以来、「天下の五剣」

と称えられた五振の名刀があります。まずは山城

（京都）の刀工、三条宗近の「三日月宗近」と呼

ばれる太刀があります。この太刀は平安時代初期

のもので、最後は秀吉の妻、高台院（寧々）の遺

物として徳川将軍秀忠に献上され、以後徳川将軍

家に伝えられ、今は上野の国立博物館に保管され

ています。二振り目は「童子切安綱」です。安綱

は伯耆国（島根県）の刀工です。童子切りと言う

号のいわれは、昔丹後の大江山に住む怪盗酒呑童

子なるものを、源氏の大将源頼光がこの太刀で退

治したことから、この号がついたと言われていま

す。次は、京都粟田口の刀工、国綱の打った「鬼

丸国綱」です。時の鎌倉幕府執権、北条時頼が原

因不明の病に冒され、どんな処方を試みても成果

なく、困り果てていたある晩、この太刀が自ら鞘

から抜け出し傍にあった、鬼の彫り物の火鉢を真

っ二つに切り裂きました。その日以来、時頼の病

会 長 挨 拶 
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はたちまち快癒しました。この太刀を「鬼丸」と

名付け。北条家の守護刀としました。この太刀も

北条家から足利尊氏の手に渡り、織田信長、豊臣

秀吉、徳川家康といった天下人に引き継がれ、維

新後、明治天皇の御愛刀となり、現在は御物とし

て、宮内庁が保管しています。四本目は日蓮上人

の愛刀で備中（高松）青江派の恒次が打った、「数

珠丸恒次」とういう太刀です。日蓮上人は常にこ

の太刀を佩用し、柄に数珠をかけて破邪顕正の守

り刀としたことから、「数珠丸」と名付けられ、

上人の死後、袈裟と中啓と数珠丸とが三遺品とし

て尊ばれていましたが、江戸時代の享保年間に身

延山から行方不明になってしまいました。ところ

が、二百年後の大正年間に発見されて今は、尼崎

にある本興寺というお寺に大事に保管され、大正

十一年、国宝に指定されました。最後は加賀前田

家の第一の宝刀でもある、「大典太光世」であり

ます。三池典太光世は、筑後国（今の福岡県三池）

の刀工で、平安時代後期に活動した人です。この

太刀は足利将軍家の重宝で、十五代将軍足利義昭

が豊臣秀吉に譲り、秀吉から前田利家に贈られた

ものです。 

その経緯について、面白い逸話が有ります。宇喜

多秀家に輿入れした利家の四女豪が病気になっ

たとき、大典太を秀吉から借りて豪の枕元に置く

とすぐに病気が治り、返すと病気が再発し、それ

を繰り返した為、三度目にはとうとう秀吉が利家

に与えたというお話ですが、これはこの太刀がほ

しいあまり、利家が仕組んだお芝居だった様です。

前田家では、この大典太の太刀を黒塗の唐櫃に入

れて、外に注連縄を張り、「鳥とまらずの蔵」に

納め、戦前まで時の当主が、年に一度日を決めて

お手入れを行い、当主以外は見ることもできなか

ったといわれています。これほどの名刀を先日の

親睦旅行の時に全く思いがけずに、拝見すること

が出来ました。この他にも、三池典太の作で、「ソ

ハヤノツルギ」という太刀があります。この太刀

は徳川家康の第一等の愛刀でした。元和 2年４月、

家康が臨終の際、「西国、今だ不穏な動き有り、

この太刀の切先を西に向けて立てよ」と遺言した

そうです。これほどの名刀を見ることが出来たの

は、灰谷前親睦委員長の企画のお蔭であります。

ここに改めて感謝申し上げます。 

現代、名刀と言われる太刀や刀は数多く残されて

いますが、この「天下の五剣」は全て、平安時代

から鎌倉時代初期に作刀されたもので、その出来

も素晴らしいものですが、何よりもその来歴が凄

いと思います。時の最高権力者が所持し、それを

大事に次の世代に残してきた、日本の千年の歴史

に感謝します。 

 

 

議題１）ｸｰｽﾞﾍﾞｲﾉｰｽﾍﾞﾝﾄﾞ RCとの交換留学生の件 

…継続審議  

 

 

 

【週報拝受】成田空港南ＲＣ 

【活動計画書拝受】成田空港南ＲＣ   

1. 2015-16年度会長賞補足説明ウェビナー 

2. 超我の奉仕賞の推薦について 

3. 地区大会 県知事への依頼状について 

4. 2015年９月のロータリーレート 

１ドル＝１２４円 

…以上、ガバナー事務所 

5. 被表彰候補者の推薦について（依頼） 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

6. 第 41回関東近県中学生選抜野球大会の終了

について（御礼） 

…銚子市体育協会 

 

 

 

◆誕生日おめでとうございます。 

信太 秀紀会員(8月 25日) 
本日、例会場に入

るなり、高瀬会員、

内田会員に「昨日

は私の誕生日でし

た。おかげさまで

６５歳になりまし

た！」と冗談を言

ったら２人ともす

っかり信じてしまいました。「やだなあ～。本当は

55 歳ですよ！」と言ったら金子会員には「え！そ

んなに若かった？」と言われました。皆さんは僕を

いったい何歳だと思っているのでしょうか。私は昭

和 35年 8月 25日生まれ、四禄木星、A型、乙女座、

子年であります。くれぐれもお間違えのないよう、

よろしくお願いいたします。 

 

 

◆入会記念日 

上総 泰茂会員(8月 21日) 

◆創業記念日 

宮﨑 裕光会員(8月 25日) 

 

 

 

幹 事 報 告 

 

会員の記念日 

 

臨時理事会報告 
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✧金島 弘会員 

本日は、2790 地区会員増

強・退会防止委員長北原

俊彦様、小寺真澄様にお

越し頂き有難うございま

す。本日卓話宜しくお願

い致します。会員増強頑張ります！！ 

 
 

 

 

「増やそう友人・尽くそう社会に」 

   

国際ロータリー第 2790 地区 2015-2016年度 

会員増強・退会防止委員会     

委員長 北原 俊彦様（千葉南ＲＣ） 

今年度櫻木ガバナーは強い方針として、会員増

強・退会防止を第一に打ち出しました。会員増強

退会防止委員会といたしましても、ただその方針

を各クラブに通知するだけでなくガバナーの方

針達成にむけ出来うる限りの行動をしていく所

存でございます。 

新しく増強の成功を勝ち取るための方針を模

索し、3000 名会員の回復に向け各クラブが足並

を揃えて目標を達成する為、微力ですがお力にな

れたらと考えています。提案事項としましては、

増強目標を各クラブは明確に打ち出し、クラブ会

員に衆智徹底して貰い、全会員が増強委員となり、

強力な増強運動の展開を希望いたします。 

具体的には 

1． 特別会員増強委員会の設置のお願い 

特別会員増強委員会の役員として、現会員増強 

委員長及び増強委員、クラブ会長、会長エレクト

幹事、副幹事、親睦委員長、プログラム委員長、

またクラブ委員会より推薦された会員で構成する。 

銚子ＲＣの特別会員増強委員会の実行案 

（具体的な数値）を定め、2790 地区会員増強 

退会防止委員会に提出願いたい。 

（例） 

増強人数「純増」男子 名、女子 名・計 名 

増強責任体制のために新たに特別会員増強委員 

の中から、委員長、副委員長を選出する。 

原則として、１年間とするが、尚クラブの事情 

によりさらに一年間継続も良いものとする。 

また、役員会の変更もある。 

2．「会員増強紹介カード」及び「会員増強シート」 

の活用のお願い 

「会員増強紹介カード」及び「会員増強シート」 

は、全会員に配布し記入を求めてほしい。 

「会員増強紹介カード」及び「会員増強シート」 

について特別会員増強委員は、使用について理 

解出来る説明を実行してほしい。 

「会員増強紹介カード」は、下記の参考事項を 

繰り返し説明し、委員会にカードの提出を促進 

させてほしい。 

参考  

・是非入会して仲間になって貰いたいと思われる人。 

・よく知らなくても良い噂等で、耳にする人 

（会員の中に親しく知る者が居るかも）。など 

気軽にカードに記入することを求めてほしい。 

「会員増強シート」は、会員増強及び退会防止 

について、銚子ＲＣの現状の把握を全会員に周 

知してもらうことを目的としています。 

特に、職業分類表を活用し未加入分類を埋める 

ように働きかけることを盛り込んで戴きたい。 

3．会員増強月間増設のお願い 

８月の会員増強月間の後、年度内に３回以上の 

強化月間を各クラブ単位で決定し、増強目標達 

成に向けて努力してほしい。 

4．退会防止対策についてのお願い 

既に同好会が存続しているときは、その同好会 

のより一層の活性化を図ってほしい。また、全 

会員に「趣味のアンケート」等を実施してクラ 

ブ内に新たな同好会を設立し、会員相互の理解 

を深めるよう努めてほしい。 

結論的に重要な事は、クラブ会員全員が常に 

増強について参加して貰うことであり、会員同 

士が入会者情報について協力しあう体制と、会 

員相互が趣味などを通じて親しみを深めること 

が重要となると思います。 

以上のような会員増強・退会防止についての活動 

方針を提案し致します。 

 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 
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千葉科学大学ローターアクトクラブへ 
助成金の交付 

 
 

【報告】宮内清次会員 

 

故佐竹貞夫元会員の 

ご遺族よりご厚志を 

頂戴いたしました。 

 

 

 

８月２６日(水) 6 時～銚子エースレーンにて 

開催。懇親会：甚作７時半～ 

参加：銚子 RC16 名、銚子東 RC9 名・RAC2 名 

＝成績発表＝ 

☆個人優勝☆ 宮川雅夫会員（東 RC） 

 

おめでとうございます！！ 

☆準優勝☆ 

宮﨑裕光会員☜ 

 

☆第３位 

青野秀樹 

会員☞ 

 

 

 

 

☆団体優勝☆ 

 今年は銚子 RC！！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４４名 

出席計算４１名  

出席３５名 欠席７名  

出席率 83.33% 

欠 席：伊東君・鴨志田君・越川君・宮内榮君 

佐藤君・富永君・植田君 

 

【Ｍ Ｕ】 

8/22:関東近県野球大会開会式 灰谷君 

8/26:両クラブ合同スポーツ大会  

青野君・灰谷君・石毛君・金島君・上総君 

小林君・宮内(秀)君・宮内(龍)君・宮﨑君 

岡根君・大岩君・櫻井(公)君・島田君 

白濱君・髙木君・高橋君・高瀬君・田中君 

遠山君・富永君・内田君 

 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 8,000 計 ￥ 180,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥  13,208 

米山 BOX ￥ 4,010 計 ￥  12,970 

希望の風 ￥ ― 計 ￥  60,000 

助成金交付 

次週のプログラム（９月９日） 

 

「銚子東 RC について」 

 銚子東 RC 藤﨑 一成会長 

 

高浦：（幕の内） 

銚子・銚子東 RC 合同スポーツ大会 

 


