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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 

創立記念例会 

「創立５０周年を振り返り」 

杉山 俊明会員（2006-07 年度会長） 

 

 

前回例会報告（３月１６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：なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。今、私たちが普通に使っ

ている自動車は毎年どれ位作られていると思い

ますか。世界第一位のトヨタ自動車は年間約

1,000 万台を生産しています。2014 年の世界全

体の四輪車生産台数は 8,975 万台となっていま

す。 

そして全世界の四輪車の保有台数は 2013 年に

11億 5332万台となり、人口 1,000人当たり 161

台、6.2 人に 1 台の割合で普及しています。日

本では四輪車（トラック、商用車、普通乗用車）

は 1.7 人 1 台、普通乗用車だけで見ると 2.1 人

1 台となっています。因みにアメリカでは 2.6

人に一台、ドイツは 1.9 人に一台となっていま

す。これは先進国では運転資格のある年齢の人

のすべてに一台の割合で車を所持していること

になります。もし中国やインドなどが先進国と

同じ様になったら、地球の資源やエネルギーは

あっという間に枯渇してしまいます。1886年ダ

イムラー・ベンツが四輪自動車を発明してから

130 年がすぎ、自動車産業は大きく変わろうと

しています。一つは天然資源（石油やガス）を

使わない車、電気自動車や水素を燃料とした燃

料電池車などです。トヨタは 2050年には内燃機

関すなわちガソリンやディーゼルエンジンなど

は生産しないと宣言しています。二つ目は ITO

による自動車の完全な自動運転です。グーグル

やアップルといった自動車産業に全く関係ない

IT企業が最新のテクノロジーを駆使して、既存

の自動車メーカーを一歩も二歩もリードしてい

ます。新聞に「トヨタの憂鬱」と言いう記事が

有りました。それによると日本のコンピュータ

メーカーである NEC やソニーがどんなに優秀な

PCを作っても、PCに入れるソフト（ウインドウ

会 長 挨 拶 
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ズ、アップル）メーカーによって PC自体の性能

が決まってしまい、ソフトメーカーにコントロ

ールされてしまう。自動車メーカーもそうなっ

てしまう可能性が非常に高いといった内容です。

テクノロジーは加速度的に進歩しています。携

帯電話が 10 年位の間でスマートフォンといっ

た持ち歩けるコンピュータになったように、5

年、10年先に自動車がどうなっているか、楽し

みでもあり、怖いような気がします。会長挨拶

を終わります。 

 

 

 

１）内田修心･鴨志田明人･灰谷充史会員退会の件 

…承認 

２）送別会の件               

…承認 ３月２９日(火)１９時～うさぎ 

３）木曽新入会員候補者の件   …承認 

４）次年度地区委員承認の件   …承認 

５）例会プログラム変更の件   …承認 

６）花見移動例会の件      …承認 

 

 

 

 

【週報拝受】 

波崎 RC、八日市場 RC、成田空港南 RC 

1. 2016年ロータリー国際大会信任状 

…国際ロータリーデータ関係担当部 

2. 千葉 RC ファックス番号変更のお知らせ 

…以上、ガバナー事務所 

3. 地区委員承認のお願い 

4. PETS 第 2 部「グル―プ別討

論会」のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

5. 次年度雑誌委員長への友誌

送付について 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

6. ハイライトよねやま１９２ 

7. 米山特別寄付金明細書のｱﾝｹｰﾄ結果および 

ﾌｧｲﾙ共有ｻｰﾋﾞｽのﾏﾆｭｱﾙご案内 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

8. 米山記念奨学生・カウセラー指導教員オリ

エンテーションの開催について 

…地区米山記念奨学委員会 

9. 第 7分区親善ゴルフ大会のご案内 

…第 7分区ガバナー補佐黒田幸一様 

 

 

 

 

 

◆結婚記念日 

猿田正城会員(3月 10日) 

 

 

 

 
☆島田 洋二郎会員 

 

本日、卓話をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

☆高瀬 幸雄会員 

宮﨑会員の職業奉仕の記事

に当社の PRをして頂きまし

た。有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「銚子ＲＣのこれまでの周年式典 

周年事業について」 

島田洋二郎クラブ奉仕委員長 

クラブ奉仕委員会の年間事業計画の中に、 

６０周年に向けて銚子 RC の周年行事に関する

調査を上げさせて頂きました。今日はその中か

ら一部をお話させて頂きます。 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓  話 

 

臨時理事会報告 

 

幹 事 報 告 
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 お配りさせて頂いた資料は、2790 地区のロー

タリークラブ創立一覧表です。千葉西 RC の藤

崎泰裕様がつくられました。東京 RC のスポン

サーによって 1951 年に千葉 RC が誕生し、千葉

RC のスポンサーによって当初 9 クラブが作ら

れました。銚子は第 8 番目です。千葉 RC を含

め 10 クラブから誕生していったのが現在の

2790 地区・84 クラブということになります。 

 1957年3月23日に銚子ＲＣは誕生しました。 

同年の4月15日にRIの認証が下り、

認証状伝達式として銚子公正市民

館にて式典が執り行われました。

初代会長は当時銚子市長であられ

た嶋田隆様です。幹事は根本和三

郎様です。 

 1967 年 4 月 2 日、創立 10 周年記

念式典が犬吠埼京成ホテルにて執

り行われました。10 代目会長は商

工会議所会頭であられた鎌倉国松

様(右)、大会委員長は根本和三郎

様でした。 

 根本様のご挨拶の中に銚子 RC が出来るきっ

かけとなったお話がありましたのでご紹介をさ

せて頂きます。「当時、千葉県の RC

創設にご活躍された千葉 RC、355

地区のガバナー特別代表・斎藤武様

より県下で千葉に次ぐ有力な都市

である銚子にRCが無いのはおかし

いではないか・・。銚子市民が奉仕の

精神に欠けるように思われる、と熱心に勧めら

れました。ロータリーについてその性格、内容、

組織などを十分に調査した結果、間違いない組

織で会員の信用にもつながると判断し、嶋田市

長を中心に有志の方々とも相計りまして設立に

踏み切ったのでございます。」とあります。 

 1977 年 3 月 6 日、銚子市役所 6F ホールで創

立 20 周年式典は開催されました。会

長は高安繁嘉様(左)、大会委員長が

丸島鉄男様でした。 

記念講演として作曲家の小関裕而

氏の講演が行われました。記念事業

は社会福祉協議会への金一封の贈呈です。 

 昨年、桜井広和会員の卓話の中で丸島様にふ

れられたことがあました。内容は、当時、銚子

RC の中に「丸島学校」という有志の

集まりがあり、例会が終わると皆さ

んで集まってロータリーについて

の勉強会が行われていたというこ

とです。 

 1982 年 3 月 24 日、新しく建て替えられた銚

子商工会館で行われたのが創立 25 周年の式典

です。 

ロータリーはアメリカでできたものですから、

25、50、75 年も大切な区切りの年となります。

会長は大里和司様、式典、祝賀会の運営は実行

委員会ではなく、クラブの親睦委員会が担当し

ました。 

参加者は銚子 RC の会員とご家族で、式典は 5F

会場、祝賀会は料理を京成ホテル

からのケータリングとして１F 大

ホールで行われました。 

 創立 30 周年式典は 1987 年 4 月

2 日、犬吠埼京成ホテルで開催さ

れました。会長は菅井治郎様(上)、

大会委員長が岩瀬嘉一様です。名

称が資料では 30周年記念例会とな

っていますが、移動例会の形を取

って記念式典とされたようです。 

 この年(1987 年)に銚子 RC・銚子東 RC をス

ポンサーとして銚子ローターアクトクラブが

37 名の会員数で創設されました。 

また、銚子で最初のガバナーとして

1983－84 年度、小原美紀様がその職

に就かれました。 

 1997 年 3 月 23 日、銚子 RC 創設

の日と同じ日に 40 周年の記念式典は開催され

ました。会場は松岸のモアパーク

(現在のキャルネドサントゥール)

です。会長は伊藤浩一会員、大会

実行委員長は小倉和夫様(右)です。 

 記念講演は元市長の野平匡邦様

が自治省の財政局指導課長という立場で話され、

その頃は市町村広域合併が話題となっていたこ

とも有り、東総市への提言として「市民主体の

地域経営とは」という講演でした。 

 記念事業としては、青少年文化会館の前の植

え込みにソテツを一対植樹し、その記念碑と四

つのテストの碑を建てました。このソテツは今

後クラブできちんと管理していかなければなり

ません。 

 50 周年式典は「創造への挑戦」をテーマとし、

モアパークにて行われました。会長

は杉山俊明会員、実行委員長は織田

吉郎様(左 2010-11 年度ガバナー)

です。 

当年度は DVD としてまとめられて

いますので、次年度機会がありましたら例会で

流させて頂きたいと思います。記念事業として

「白石貯水池市民公園化計画」を白石ダムがそ

の役目を終えたことを前提に、式典につづいて
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青野秀樹会員が発表されました。 

50 周年につきましては次週(3 月 23 日)に、当年

度の会長でいらした杉山俊明会員より詳しいお

話があると思いますのでこの辺で終了とさせて

頂きます。 

 

 
 

 

私の職業奉仕感 

 

加瀬 貞治会員 

 
「職業奉仕は難しい」と

云う言葉を時に耳にする

事があります。私は此の

難問題を極めて単純に考

えていました。 

 ロータリークラブは、

会員を集める時点で、社会に必要な職業を持つ

信頼できる人を入会させている筈です。各人が

誠実に自分の仕事に努めれば、此の問題は起る

余地は無いでしょう。 

 企業は利益を追及する組織であると認識する

と、矛盾を感ずる事があると思います。 

 その手段が正当なものであるか否かであり、

利益の大小は規模の差であり、問題ないでしょ

う。 

「組織に矛盾を感ずる時は、歴史と原点を考え

てみなさい。」とかつての指導書にのべられてい

ました。 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４１名 出席２７名  

欠席１４名  出席率 65.85％ 

欠席：石毛君・伊東君・栢尾君

鴨志田君・越川君・宮内(秀)君 

宮﨑君・岡根君・坂本君・櫻井(公)君 

白濱君・杉山君・富永君・内田君 

 

 

【Ｍ Ｕ】 
 

3/19：分区会長幹事会 宮内(龍)君・佐藤君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

第 107回ロータリー国際大会 

 

 

2016年5月28日～6月1日に韓国ソウルで

開催されます。参加ご希望の方は、髙木浩一国

際奉仕委員長までお申し出下さい。 

 

登録料の早期割引は 3月 31日までです。 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥ 420,143 

スモールコイン ￥ 2,601 計 ￥  46,886 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  46,188 

希望の風 ￥ ―   計 ￥ 259,200 

次週のプログラム（３月３０日） 

「健康寿命を延ばすために」 

 千葉科学大学 危機管理学部 

 医療危機管理学科 教授 三村 邦裕様 

 

 

お弁当：黄鶴（中華） 

 

 

 

 

http://www.riconvention.org/ja/seoul

