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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 

夜間移動例会 クリスマス家族親睦会 

会場：太陽の里 

 

 

前回例会報告（１２月１４日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長   

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和   

ビジター紹介 

NPO法人 BeCOM 

武内 達彦様 和泉千恵子様 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 
今日は 12月 14日、時

は元禄 15 年、忠臣蔵、

赤穂浪士四十七志の討

ち入りの日です。本懐を

果たしたのは翌日 15 日

の早朝、その後，浪士は

各藩に分かれお預かり

となりますが、家老の大

石内蔵助は芝高輪の細

川家下屋敷に浪士 16 名

と一緒に移され、翌年切腹となります。 

辞世の句とされているのは・・ 

「あら楽し、思いは晴るる身は捨つる、 

浮世の月にかかる雲なし」 

享年、45歳だったそうです。時代は違いますが、

自分も大石内蔵助より、はるかに年を重ねてし

まいました。 

銚子ロータリークラブも本年度に入り、月日

を重ね、この商工会館 5階での例会は上期最後

となりました。7月には元 RI会長・田中作次氏

を迎えての東クラブとの 60周年記念合同例会、

ガバナー公式訪問合同例会、また、地区委員長、

役員をお招きしての例会、そして、猿田先生、

加瀬先生にも卓話を頂戴いたしました。新しく

入会をされた、会員の中では一番若い永澤さん、

役者の副島さんにもフルに 25 分、素晴らしい

お話を聞かせて頂きました。本当にあっと言う

間の半年でしたが、上期も来週のクリスマス移

動例会を残すのみとなります。本来でしたら地

区大会もすでに終わってしまっているので、こ

こで少しホッとしても良いところですが、あと

半年、3月には 60周年式典も控えています。会

員皆様には改めてご協力をお願い致します。 

今月初めに、元会員の仲田博史さんより連絡

を頂き、先週の理事会でも話をしたのですが、

1989 年に青少年交換長期留学生としてニュー

ジーランドから銚子にこられて、1 年間滞在を

された“セーラ・ホームズさん”が、来年の 4

月にご家族と一緒に銚子へいらっしゃること

となり、クラブの例会でもお話をさせて頂きた

いということになっています。セーラさんは現

在、弁護士としてボスニア・ヘルツェゴビナで

例会場からの寄付金をお渡ししました 
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働かれています。 

当時、1989年を確認したところ、元教育長の

青野進先生が会長、幹事は宮内清次さんの年度

です。セーラさんのカウンセラーは大崎昭一様

でした。セーラ・ホームズさんのことは私もそ

うですが、ほとんどの現会員の皆さんもご存知

ないと思います。加瀬会員、桜井会員、小田島

会員、猿田会員は当時のことを覚えていらっし

ゃるのではないでしょうか‥。 

セーラさんがいらっしゃる 4月に向けて本年

度中にクラブより連絡を取り、準備を進めさせ

て頂きますが、諸先輩の皆様にもご相談をさせ

て頂くことになると思いますので、その節はよ

ろしくお願い致します。 

最後になります。先週の会長挨拶、そして理

事会報告でも触れさせて頂きましたが、宮﨑裕

光会員が、12月をもって退会されることとなり

ます。宮﨑会員は 2005－06 年度に会長を務め

られ、24年間にわたってクラブのために尽力を

されてきました。私自身、そして会員皆様にと

っても大変残念なことではありますが、悩みに

悩まれて決断をされた宮﨑会員が一番心残り

ではないかと思っています。来週のクリスマス

例会にはどうしても出席できないとのことで、

今日が最後の銚子ロータリークラブの例会と

なります。 

先週の理事会で退会届をお受けする事にな

った旨を、その日の夕方宮﨑会員にお伝えし、

本日の例会でご挨拶を頂けるようお願いを致

しました。宮﨑会員には、お仕事の都合がつけ

ば再度クラブへ戻ってきて頂きたく、加えて、

これまでのご努力にあらためて御礼申し上げ、

会長挨拶とさせて頂きます。 

臨時理事会報告 

１）合同例会の件 

…承認。5/30(火)東ＲＣ創立 45 周年記念例会を

開催する 

２）下期会費の件…承認 

幹 事 報 告 
【週報拝受】旭ＲＣ 

1. 第 40 回 RYLA セミナー開催

のご案内 

2. アトランタ登録についてお

知らせ 

3. 年末年始休業日のお知らせ

（12/27～1/5まで） 

4. ロータリー財団委員会からのお知らせ 

以上、ガバナー事務所 

5. ハイライトよねやま２０１ 

…公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会 

6. お礼状     …富津中央 RC 

7. ちば里山新聞第 48号 

…NPO法人ちば里山センター 

8. ロータリーと歩んだ東日観光の軌跡拝受 

…東日観光㈱ 

会員の記念日 
☆創業記念日   

小林 昭弘会員(12月 9日） 

 

 

 

 

 

 

 

丸山 泰典会員(12月 13日) 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ  なし 

 

卓  話 

「銚子ロータリークラブの遍歴 part１」 

青野 秀樹会員 

まず、お願いから始

めることにします。９

月２８日銚子駅前噴水

の前にベンチとプラン

ターを銚子市に寄贈い

たしました。初めの花

は枯れてしまいました

ので新しく植え替え現

在きれいな状態になっ

ていますが、これまで

ベンチの周りや池に食べ物やアルコール飲料

の缶が投げられていたり、プランターにたばこ

の吸い殻が入れてあったり、先月はプランター

の花が池に放り込まれていたりしています。こ

のときは信太会員が気付き処理をしてくれた

ので助かりましたが、維持管理をすることは大

変なことだと改めて気づかされました。皆さん

にも近くを通るときは、気にかけていただけま

すようお願いします。 

さて、来年３月１８日土曜日、犬吠埼ホテル

で銚子クラブ創立６０周年記念式典及び祝賀

会を開催いたします。そこで改めて、本例会と
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２月第三例会でロータリー及び銚子ロータリ

ークラブのこれまでの歩みをお話ししようと

思います。 

１９０５年２月２３日シカゴでロータリーが

創立いたしました。その時のことをポール・ハ

リスは次のように語っています。「ロータリー

の如き運動の発芽期として２０世紀初頭ほど

絶好の時期はなく、同時にそれを育成して確固

たる方向を示すべき土地としては、この攻撃的

な、男性的な、しかもエセ理屈の多いシカゴの

地ほど適切な都市はなかった」知り合いの幅を

広げる親睦と相互扶助の魅力、簡単には入会で

きないクラブの会員であるというステータス

性この２ツの魅力が多くの人を引き付けます。 

３年後にはサンフランシスコで、その翌年は３

つのクラブが結成され、５年後１９１０年には

全米で１６クラブ、会員数１５００名に達しま

した。その後、カナダ、イギリス、アイルラン

ドと国際化します。第一次大戦終了後はアジア

へ目が向けられ、更に多くの人を引き込みまし

た。 

１９２０年大正９年東京ロータリークラブが

設立され、米山梅吉氏が会長に就任します。１

９４９年昭和２４年には、東京、京都、大阪、

名古屋、神戸、福岡、札幌の７クラブが、国際

ロータリー第６０区を形成しましたが、１９５

２年（昭和２７年）には第６０区と６１区に分

割（千葉は６０区）、１９５５年（昭和３０年）

には４地区、１９５７年（昭和３２年）には５

地区と次々に分割、これにより千葉も６０区か

ら３５５地区、１９６１年（昭和３６年）に３

５８地区、１９６７年（昭和４２年）に３５７

地区、１９７３年（昭和４８年）に３４９地区

、１９７７年（昭和５２年）２７９地区、１９

９１年（平成３年）に現在の２７９０地区へと

地区番号が推移しました。 

１９５１昭和２６年東京ロータリークラブを

ホストとして、千葉ロータリークラブが設立さ

れました。その後千葉クラブをホストとして銚

子ロータリークラブが創立されたのは、１９５

７年昭和３２年３月２３日ですが、その６年前

、千葉ロータリークラブの斎藤武さんが千葉県

で千葉の次に市政を敷いた銚子に県下２番目

のロータリークラブを設立しようと運動をさ

れていました。しかし、その当時は気運が熟さ

ず、７番目のロータリークラブができたのち、

県下８番目のクラブとして、嶋田市長を会長に

２５名のチャーターメンバーで誕生しました。

定款では、例会日は毎週水曜日、入会金１万円

年会費 2 万円、定時総会は毎年３月第一水曜日

となっています。この時の苦労話は当時幹事を

務めた故大里会員の卓話で聞かれた会員も多

くいらっしゃると思います。 

この年１１月２６日、千葉ロータリークラブと

銚子ロータリークラブの共同ホストで佐原ロ

ータリークラブが設立、さらに２年後昭和３４

年 9 月 19 日旭ロータリークラブのスポンサー

を務めたのです。 

銚子クラブでは創立当初からクリスマス家族

会が始まりました。４年後１９６２年昭和３７

年銚子大橋開通の年、大里会長年度には観月会

も行われましたが、今と違い家族会だったよう

です。銚子クラブが当初からロータリーと家族

の結びつきをいかに重要視していたかわかり

ます。また、当時は地区大会も夫婦で参加する

ことが一般的であったようで、昭和３９年地区

大会への参加者は１５名いたようですが、全員

男性だったので会場では異色であったと記録

されています。 

１９６３年昭和３８年までは、ガバナー公式訪

問はクラブ協議会が火曜日、公式訪問例会は水

曜日と二日に分けて行われてきましたが、翌年

から同日に行われるようになりました。 

１９６７～６８年昭和４２～４３年この年度

から理事会に副ＳＡＡがはいることになりま

した。また最近まで直前会長は理事メンバーで

はありませんでした。これは、直前会長がはい

ると当年度会長他役員が気を使って自由に運

営ができないと考えた先輩たちの考えであっ

たようです。ちなみに東クラブは設立時から直

前会長も理事メンバーでありました。当年度に

は、会員数７３名、入会金２万円、年会費８万

円になっています。また、このころから、イン

ターアクトクラブ委員会をつくり、創設に向け

て研究や市内に人材を探していました。 

１９７１年昭和４６年には会員数が８９名に

なり会を分けることになりました。３３名の移

籍により翌年５月１６日東クラブの創立記念

式典が開催されました。会長網中喜一郎さん幹

事大内恭平さんでした。 

会員を分けたことにより、銚子クラブは会員５

７名で再スタートしました。 

このころには、銚子にインターアクトクラブを

作るのは不可能と判断、昭和４８年ローターア

クトクラブ創設に切り替えました。 

また、当時は古切手を収集して日本キリスト教

海外医療協力会に援助することを国際奉仕委

員会の事業としていました。この事業は平成元

年ごろまで行われています。 

１９７５年昭和５０年から関東中学校野球大
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会、１９７６年昭和５１年からボーイスカウト

、海洋少年団への活動補助が開始されました。 

１９８３年昭和５８年銚子クラブの小原美紀

会員がガバナーに選出され、銚子で行われた地

区大会では２６５７名のロータリアンをお迎

えしました。登録料は従来の半額、手作りの大

会を計画、「年次大会のモデル」と高い評価を

得ました。また、日本では初の試みであるロー

タリー夫人の集いを開催し、ロータリーへの婦

人の参画を促す発端になりました。 

昭和５９年秋山会長年度では、ニンマリボック

ス（のちのニヤニヤボックス）が設置されまし

た。また、退会した会員にも会報を届けていま

した。 

昭和６１年菅井会長年度では、３０周年記念事

業として東クラブと共同で１１番目のロータ

ーアクトクラブが創立されました。創立時は男

性１９名女性２１名の計４０名でした。その後

オーストラリア相互訪問プロジェクトが始ま

り、ローターアクト魅力を高めることに成功し

ましたが徐々に会員数の減少がおこり、またオ

ーストラリア相互訪問プロジェクトも平成１

２年以降行われなくなり更に魅力が失われ、平

成１８年５０周年の時、解散となりました。 

平成元年シンガポールで開催された規定審議

会において、女性会員の入会が認められました

。１９９３年平成５年皇太子さまのご成婚の年

、加瀬貞治会長年度では、会員の夫人を例会に

招待することが行われました。このころは職業

指導委員会があり、現在も課題となっている高

齢者の参加、貢献、再雇用等に対して勉強会を

開催していたことは特筆すべきものと思いま

す。 

１９９６年平成８年伊藤浩一会長年度では４

０周年を開催、また東クラブは２５周年記念式

典を開催しています。 

１９９９年平成１１年初めての女性会員児玉

英子さん、第一生命の向後里子さんが入会いた

しました。 

２００１年平成１３年岡根清会長年度で定款

細則の大きな変更が行われました。これまで例

会の取りやめは１ロータリー年度に２回まで

としていたのを４回まで、例会を３回以上続け

て開かないことがあってはならないを４回以

上続けて開かないことがあってはならないに

変更されました。正会員を各職業分類から１名

ずつを５名までに拡大しても良いことになり

ました。ステータス性が失われたのです。この

ように国際ロータリーの変化は私たちクラブ

の形も変えていきます。 

この続きは２月例会でお話しします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

第11回千葉科学大学クリスマスコンサート 

銚子 RC 合唱同好会 宮﨑裕光会長 

 

場所：危機管理学部棟２階 

防災ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

日時：１２月１６日(金) 

開場：１７時３０分  

開演：１８時００分 

※皆様奮ってご観覧、ご声援の

程宜しくお願い申し上げます。 

 

【出席報告】 

会員総数４２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・大岩君 

坂本君・杉山君・副島君 

富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

12/8 RAC例会丸山君・田中君 

12/19 冬の交通安全運動薄暮時街頭監視(9名) 

石毛君・金子君・金島君・松本君・宮内(秀)君 

宮内(清)君・信太君・櫻井(公)君・田中君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥  2,000 計 ￥233,000 

スモールコイン ￥  2,700 計 ￥ 27,990 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥ 25,610  

希望の風 ￥  ― 計 ￥161,100 

１２月２８日・1月 4日の例会は休会です。 

次回のプログラム（１月１１日）賀詞交歓会 

「年男の抱負」  松本 恭一会員 

「新入会員卓話」 神津 裕之会員 

          お弁当：膳（幕の内） 
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