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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 島 田 洋二郎 

副会長 松 本 恭 一 

幹 事 石 毛   充 

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4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

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

2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

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 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、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」 

宮内 龍雄クラブ情報委員長 

 

 

前回例会報告（８月３１日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介：米山奨学生 金 秀斌様 

 

会長挨拶 
 皆さんこんにち

は・・台風 10 号の影

響も銚子ではさほど

でもなく、何よりだっ

たと思います。 

明日から９月となり

ますが、これから地区

大会をはじめ、地区の

行事、分区の行事も佳

境に入っていきます。

皆様には改めてご協

力をお願い致します。先週の土曜日には、地区

米山奨学セミナーが千葉で開催され、大里委員

長、高木地区委員長と参加をしてきましたが、

その時のことを含め、10月の米山月間の時にお

話をさせて頂こうと思います。 

これまで、ロータリーに関することについて

お話をしてきましたが今日は一休みして、ロー

タリーとは全く関係のない、礼服について簡単

にお話をさせて頂こうと思います。 

まず、皆さんが普段、冠婚葬祭の際にお召し

になっている黒の礼服は、正式には略式の礼服

で、礼服に準ずるものです。現在のスーツの原

型の元になったのは、フロックコートと言われ

ています。19 世紀に入ってからのことですが、

長さがひざ丈まで有る、現在では結婚式で良く

着られている前カットが四角のジャケットの

ことです。貴族が乗馬の際に、前の部分が邪魔

になるので、大きく曲線でカットしたものがモ

ーニングコートとなり、乗馬の後にそのまま宮

廷に入って行く事が出来るようになって、昼間

の正装となったということです。アメリカでは

カッタウェイとも呼ばれています。ご存知の通

り、コールズボン＝縞ズボンとベストが付きま

すが、フロックもモーニングも昼間の正装です

ので、せいぜい夕方の４時くらいまでとされて

います。 

夜の正装は、燕尾服です。イブニングコート、

もしくは、イブニングフラッグとも言われます

が、一般の方は、ほぼ着る機会はないと思いま

す。よく見ることができるのは「宝塚歌劇の男

役の方」や、社交ダンスの際だと思います。実

際は、高位・・位の高い方が主に着用しますが、

司法・立法・行政の三権の長がその任命式に燕

尾服を着用することが決められていて、その際、

宮内庁から「ホワイトタイ着用」という案内が

送られてきます。銚子に帰ってから一度だけ燕

尾服を作らせて頂いたことが有り、銚子出身の

社会党の参議院議員でいらっしゃった「赤桐操

様」が、参議院の副議長を拝命される際、参議



−2− 

院の議員会館まで寸法を取りに行き、納品をさ

せて頂きました。 

一般の皆さんが着用することが有る夜の正

装は「タキシード」です。タキシードは皆さん

良くご存じだと思いますが、これも「ブラック

タイ着用」という案内が必ずあります。タキシ

ードはベストの場合もありますが、一般的には

カマーバンドという蛇腹になった腹巻です。腹

巻と言っては語弊がありますが、実際その起源

は中近東の人達の腹巻です。それが、イギリス

の植民地だったインドで、イギリスの兵隊がイ

ンドは暑いのでベストの代わりにこの腹巻を

したのがはじめと言われていて、インド人のタ

ーバンのようなものをお腹に捲いていたそう

です。カマーは中近東の言葉でお腹という意味

です。このカマーバンドにはヒダがありますが

一般的には 6 つのものと、8 つのものがありま

す。たまに、このヒダを間違えて、下向きに締

めている方がいますが、溝は上向きで、このヒ

ダの間にチップやオペラのコンサートのチケ

ットを挟むのが「粋、とか伊達」とかいうスタ

イルだったようです。 

さて、時間が来てしまいました。このあと 60

周年実行委員会の各委員長のお話となります。

来月、実施する記念事業委員会以外は、まだ煮

詰まったところまではお話はできませんが、み

なさんが所属される委員会と、その大枠の内容

をご確認頂くことをお願いし、会長挨拶とさせ

て頂きます。 

 

 

幹 事 報 告 

 
1. 2016年 9月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝102円 

2. メールアドレスのハッキングについて 

3. 青少年の集いご案内 

4. 地区大会における選挙人選出のお願い 

5. オンライン研修「クラブのためのよくわか

る寄付と認証」開催について 

6. 財団室 NEWS 9月号 

…以上、ガバナー事務所 

7. 賛助会ご入会のお願い・館報 28号拝受 

…公益財団法人米山梅吉記念館  

8. 敬老祝賀会のご案内 

 さざんか園 

9. 第 42回関東近県中学生選抜野球大会の 

お礼        …銚子市体育協会 

10. 第 37 回銚子市民バザール大会全体会議の

開催について …銚子市社会福祉協議会 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

9月 22日(木) 休会（19日秋分の日） 

29日(木) 夜間移動例会 観月会 

八日市場ＲＣ 

9月 6日(火)9/4～7北海道方面へ移動例会 

北仁川 RCとの交流会の為 

   13日(火)休会 9/4～7の移動例会分と 

して振替 

   27日(火)休会→9/25地区大会に振替 

旭ＲＣ 

9月 23日(金)振替休会 地区大会へ振替 

30日(金)定款第 8条第 1節(C)により休会 

 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます  

信太秀紀会員（8 月 25 日） 

 

☆入会記念日 

大岩將道会員（8 月 28 日） 

☆創業記念日 

宮﨑裕光会員（8 月 25 日） 

 

ニコニコＢＯＸ なし 
 

 

卓  話 

「６０周年記念事業に因んで」 

青野 秀樹 60周年記念実行委員長 
昭和 32 年 3 月 23 日、

25 名のチャーターメン

バーを以って千葉県内 8

番目のクラブとして創立

されました。そして来年

3 月 18 日に 60 周年記念

式典が犬吠埼ホテルで開

催される運びとなってい

ます。私は 50 周年にも参加しておりますが、

当時の会員数は 50 名でした。あれから 10 年、

30 名の会員が退会その内 10 名がすでに亡くな

られております。今年度会員数は40名ですが、
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半数は 50 周年式典後の入会、そのメンバーが

現在の銚子クラブを運営しています。島田会長

もその一人です。 

10 年で会員半数が入れ替わってしまうのです

からこれまでの歩みを知っておくことが重要

なのです。 

周年事業を行う意義の一つにＲＩやクラブ

の歴史を知りクラブの質を高め、会員の団結を

図ることが挙げられます。刻々と変化する現状

に対し、クラブはどうあるべきか方向を定める

ことができるのです。これは刻々と変化する現

状に対処する一番の方策だと考えます。松本会

員が委員長を務めてくれます情報整理委員会

はその意味において一番重要な委員会だと思

います。 

金島会員が委員長を務めます記念事業は常日

頃お世話になっている銚子市及び市民、観光客

に感謝とロータリーの広報を行っていただき

ます。 

佐藤会員が委員長を務めてくれます式典委員

会では、来賓そして近隣のクラブとの感謝と親

睦を前面に銚子クラブらしいお持て成しを企

画設営をお願いしております。 

60 周年は会員みんなで祝う行事です。皆様のご

協力をお願いします。 

 

松本 恭一情報整理委員長 
６０周年記念事業実行委員

会における情報整理委員会

の組織と役割をご説明しま

す。 

 当委員会には、資料整

理・総務部会及び記念誌部

会のふたつの部会がありま

す。 

 前者の部会では、５０周年を終えてから６０

周年まで１０年間の資料記録整理、その間かか

わった奨学生留学生等の現状調査、記念式典の

招待者リスト及び各クラブへの案内状作成郵

送、宿泊者手配など考えられます。その他活動

していく中で、様々な役割が出てくると思われ

ます。 

 記念誌部会は、６０周年記念誌及び式典当日

のパンフレット作成が主な役割です。特に記念

誌は過去１０年間のクラブの活動が主になる

と思われますが、あまり形式にとらわれず楽し

く読みたくなる内容にしたいと思っておりま

す。 

 当委員会は時間的には余裕があります。委員

会メンバーでマイペースにしかし確実に活動

していきたいと思います。皆様のご協力ご助言

をよろしくお願い申し上げます。 

 

金島  弘記念事業委員長 
これまで駅前ロータリ

ーにクラブとして花植え

をクラブとして継続して

行って来ましたが、花壇ポ

ットの傷みが激しくなり、

環境、利便性も考慮した結

果、これらを全面撤去処分

して、関係諸団体のご理解

を頂いた上で、新たに花壇ポット 4 基、（w950

×d480×h400)  ベンチ 3 基、  (w1200×d390

×h400)を設置させて頂くことになりました。9

月中旬より準備させて頂き、9 月 20 日火曜日

16時から地域、環境保全宮内秀章委員長先頭に、

土入れ、花植えを新規に行いますので会員の皆

様の参加をお願いします。 

 9 月 28 日水曜日 16 時から銚子市市長越川信

一様、東日本旅客鉄道株式会社銚子駅長池田則

夫様、銚子市観光協会会長吉原正巳様、を迎え

現地で授与式を取り行いますので銚子ロータ

リークラブ会員の皆様にも大勢のご出席をお

願い致します。時間は約 30 分で、参加者全員

の記念撮影を行いますのでよろしくお願いし

ます。尚記者クラブと大衆日報社と銚子テレビ

放送にも案内は届けます。 

 全体予算は￥734,000 円です。今年度ロータ

リー財団地区補助金申請書(駅前ロータリーの

通路に併用した広場を利用勝手が良く、皆さん

の憩いの場となるように改修する。)が通りま

した。終了後￥300,000 円が送金されると思い

ます。 

全員で「新たなる一歩」を進めていきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

完成イメージ 

イメージ 

完成イメージ 

イメージ 
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佐藤 直子式典委員長 
「６０周年記念事業」は、

６０年という長い歴史の

中で培った銚子ロータリ

ークラブの歴史を、皆で懐

かしみ、そして振り返る節

目の事業であります。そう

いう意味では会員のため

の記念事業ではあります

が、関係ロータリアンの方々や大勢の来賓の

方々をお招きし、その喜びを共有して頂く式典

でもあります。ですから、「式典」自体はあく

までも原則的な式次第に則り、厳粛に執り行え

たらと思います。 

その後、今のところ未定ではございますが

「記念講演」を考えております。特にロータリ

ーに関連したものだけでなく、皆様が関心を持

って聞いて頂けるような講話者をお呼びでき

ればと思います。 

「懇親会」に関しましては、少しリラックス

した雰囲気の中、楽しく、そして、銚子ロータ

リーのおもてなしの心を演出できればと思っ

ております。 

詳細に関してはまだこれからですが、すべて

は準備次第ですので、本番を迎える日には、準

備万端と言えるよう、式典委員会の皆様にはご

協力・ご尽力を賜りますように、お願い申しあ

げます。 

また、会員の皆様からもご意見ご希望等ござい

ましたら、どうぞ委員会の方に遠慮なくお願い

致します。是非、この６０周年式典を成功裡に

終わらせることができますよう、ご指導、ご鞭

撻の程を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

米山功労者表彰 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 

信太 秀紀会員 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

金 秀斌君へ奨学金交付 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 

出席計算３９名 

出  席３１名 欠席８名 出席率 79.49% 

欠  席：伊東君・越川君・宮﨑君・櫻井(公)君 

杉山君・富永君・高橋宏明君・永澤君 

 

【Ｍ Ｕ】 

9/3 会員増強セミナー 櫻井(公)君・島田君 

9/3 米山 BBQ大会   松本君 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥  4,000 計 ￥ 116,000 

スモールコイン ￥  2,820 計 ￥  10,071 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥   8,660  

希望の風 ￥ ― 計 ￥  51,100 

９月例会プログラム 

７日「ロータリーの友月間に因んで」  

宮内 龍雄クラブ情報委員長 

 

14日「私の職業奉仕感」 

     猿田 正城会員 

 

21日「私の海外勤務と台湾新幹線プロ 

ジェクトを終えて観てきたものは」 

㈱日豊 社長 川村 良三様 

※例会終了後第 3回クラブ協議会開催 

 

28日 夜間移動例会「観月会」 

     点鐘 18時 太陽の里 
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次週のプログラム（９月１４日） 

「私の職業奉仕感」 

猿田 正城会員 

お弁当：フランケット（洋食） 


