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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 松 本 恭 一 

副会長 金 島   弘 

幹 事 小 林 昭 弘 

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５階大会議室 

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   

2017-2018年度 ＲＩテーマ 

ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

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 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  

広報・会報委員会   委員長 副島 賢治 

副委員長 遠山 靖士 委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「こいに恋して」 

リトル･フレーバー 

バルーンアーティスト 吉井 小也香様 

 

前回例会報告（８月２３日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和  

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介： 

千葉県立銚子商業高等学校 石毛 宏幸様 

（卓話者） 

会長挨拶 

２週間ぶりの例会になりました。天候不順な

日が続きましたが、残暑がきびしくなるとの予

報です。体調には十分お気をつけ下さい。 

 先日、今年で４３回目になります関東近県中

学校野球大会がございました。１都５県から８

校の参加、１９日２０日２日間の予定でしたが、

初日は開会式後の雨と雷で順延、試合は２０日

２１日に行われました。去年雨で中止になった

こともあり、閉会式終了後大会関係者の安堵の

表情が大変印象に残りました。この大会と、毎

年１月に行われる「銚子半島中学校駅伝」は、

青少年育成の為に非常に意義のある大会で、今

後も長く続けて

いきたいと思い

ます。 

 さて、本日は

高校の先生がお

見えですので、

「若者と地方創

生」についてお

話しさせていた

だきます。 

 「地方創生」という言葉は、２０１４年９月

安部内閣で発表された言葉で、同時に担当大臣

も誕生しました。大変耳障りも良く夢を感じる

言葉ですが、人口減少と高齢化がずっと続く中、

ゴールが見えない事を考えると大変難儀な課

題であります。 

 銚子でも、洋上風力発電・サテライトオフィ

ス・西校スポーツタウンなど地方創生のプロジ

ェクトはありますが、もうひとつ大事なのは

「若者を育て活躍してもらうこと」だと考えま

す。２０１４年の流行語大賞にノミネートされ

たマイルドヤンキーという言葉があります。博

報堂ブランドデザイン若者研究所が定義した

この言葉は、地元が好きで卒業後も友達と繋が

り暮らす、上昇志向は低くイオンに行くのが楽

しみ、多くはミニバンに乗っている若者のこと

だそうです。最近増加していてこれからの消費

の主役になるとのこと。 

一方「ヤンキーの虎：地方経済の主役の交代が

始まった」という本が去年４月に出版されまし

た。地元に残った若者の中で稼ぐ能力のある者
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のこと、友達との横のつながりを大切にしなが

ら事業を興す、目新しい事業ではないですが旧

来の事業を複数おこしミニコングロマリット

化している地域もあるということ。地方に住ん

でいるとこのような現象は確かにあるなと感

じます。 

 このように、若者の地元志向が増加してきた

中、若者を育て活躍してもらうことが地方創生

にとって大事になるのではないでしょうか。当

クラブでも、微力ではありますが中学校への出

前授業により職業について考えるきっかけ作

りを行います。また、社会奉仕委員会では小学

生を対象に地域の環境を考える企画も検討中

です。 

 本日の卓話は、「銚商夢市場プロジェクト」

です。銚子商業の新しい試みということで噂に

は聞いておりますが、楽しみにし、会長挨拶と

させていただきます。 

幹 事 報 告 
【活動計画書拝受】旭ＲＣ 

1.地区大会記念ｺﾞﾙﾌ登録につい

て 

2.ガバナーエレクト事務所開設

のご案内   

…ガバナー事務所 

3.第２回アクターズミーティングのご案内 

…地区ＲＡＣ委員会 

4.交通安全功労者表彰における被表彰候補者推薦

について  …銚子市交通安全都市推進協議会 

5.ハイライトよねやま２０９ 

6.賛助会入会のお願い・館報 2017秋号 vol.30 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

7.敬老祝賀会のご案内     …さざんか園 

8.会報送付のお礼 

…第７分区ガバナー補佐 中村亮太様 

9.千葉日報社創刊 60周年記念式典のご案内 

…千葉日報社 

【例会変更】 

八日市場 RC 

8月 29日（火）夜間例会クラブ研修会の為 

点鐘 18時 30分 柿岡屋  

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

富永泰夏会員 （８月１１日)   

 

入会記念日  

上総 泰茂会員（8 月 21 日） 

創業記念日 

桜井 広和会員(8月 12日) 

ニコニコＢＯＸ なし 

卓  話 

「銚商夢市場プロジェクト」 

千葉県立銚子商業高等学校  

生徒指導主事  石毛 宏幸様 
本校では、平成二

十六年度から産学官

連携による地域活性

化事業である「銚商

夢市場プロジェクト」

に取り組んでいます。

このプロジェクトは、

東日本大震災で観光

客が激減し、財政

面・観光面など暗い話題が多かった地元銚子市

に、高校生の力で明るい話題を提供し、地域を

元気にすることを目的としています。プロジェ

クト名には「銚子商業から地域に夢を広げたい」

という思いが込められています。主な活動内容

は、新商品開発・銚商夢市場の出店・銚子電鉄

支援の３つになります。このプロジェクトは、

３年生商業科・情報処理科の課題研究の授業で

地域活性化を希望した生徒が担当しています。 

１ 新商品開発 

平成 26 年度は、商品開発として「キャベツ

メロンパン」「屛風ヶ浦パ

ウンドケーキ」「ぬれ煎餅

抹茶アイス」「銚子メロン

アイス」などを地元企業

と連携して開発し販売い

たしました。 

平成 27 年度には、山崎製パン・ＪＡちば・

千葉商科大学と連携して「四角いメロンパン」

を開発しました。関東地区

のコンビニ・スーパーで販

売され、２６万個を売り上

げるヒット商品となりま

した。 

平成 28 年度は、山崎製

パンとのコラボ商品第 2

弾として「ま～るいメロン

デニッシュ」を開発・販売

しました。 

また、作家竹久夢二の

「宵待ち草」をモチーフと

した和菓子の開発も実施し、「大正ロマン」イ

ベントで販売しました。 

２ 銚商夢市場の出店 

平成 26 年度 7 月、ウォッセ２１に高校生の
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運営するお店「銚商夢市場」をオープンしまし

た。土日祝日の営業で、本校の開発商品や銚子

の名産品を販売し、多

くのお客様に来店いた

だきました。 

平成29年1月に閉店い

たしましたが、今年度

は各イベントでの出店

を計画しています。 

３ 銚子電鉄の支援活動 

銚子電鉄の支援活動としては、車内販売の実

施やイベントの企画、クラウドファンディング

に取り組みました。 

脱線した車両の修理費を集めるクラウドフ

ァンディングは、テレ

ビ・新聞など多くのメデ

ィアで報道され、全国か

ら多数の温かいご支援

をいただき約５００万

円を集めることができ

ました。平成２７年４月に無事車両の修理が完

了し、現在は元気に運航しています。 

平成 27 年度には、東京駅前の日本郵政ＪＰ

タワーにおいて「銚子電鉄応援イベント」を２

日間開催し、銚子市役所、観光協会、地元企業

などと連携して、銚子

の名産品の販売活動と

銚子のＰＲ活動を実施

し、約１万１千人の来

場者が訪れ大盛況でし

た。 

平成 28 年度は、銚子電鉄の支援活動として、

「銚子電鉄の駅舎をきれいにしたい！」という

思いを込めた「銚電メイクアップ・プロジェク

ト」に取り組みました。まず初めに、犬吠駅の

壁の修繕に取り組みま

した。生徒たちは、放

課後や夏休みを利用し

て修繕に取り組み、仕

上げに壁一面に銚子の

観光名所をペイントし

完成させました。 

第２弾として、築百年を超え老朽化が進んで

しまっている銚子電鉄本社のある仲ノ町駅の

修繕に取り組みました。駅舎全体の修繕が必要

であり、修繕費として１００万円を集めるクラ

ウドファンディングを実施し、多くの方々から

ご支援をいただき、平成２８年７月末から２か

月間で目標を超える約２００万円を集めるこ

とができました。 

支援金をもとに、１１月下旬から修繕工事に

取り掛かり、生徒たちも人件費を節約するため

に、ペンキ塗りなど

の作業を実施しまし

た。駅舎の壁、屋根、

待合室、エントラン

スなどを改修し、平

成２９年１月に駅舎

が完成いたしました。 

今後も、地域貢献活動に尽力していきたいと

思います。 

米山功労者表彰 

 

 

 

大岩將道会員  

(第７回) 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３７名  

出 席：２７名 欠席：１０名 出席率 72.97％ 

欠席：青野君・石毛(英)君・木曽君・丸山君 

宮内(秀)君・大里君・信太君・富永君 

鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

8/22銚子東 RC 大里君 

8/23両クラブ合同スポーツ大会（14名）  

石毛(英)君・石毛君・金島君・上総君・神津君 

小林君・松本君・宮内(龍)君・永澤君・大里君 

副島君・高瀬君・寺内君・遠山君 

8/26増強セミナー 石毛君 

8/26米山委員長セミナー 宮内(龍)君 

8/26インターアクト年次大会 丸山君 

 

【ニコニコ】 

九州北部豪雨災害義捐金例会募金  ￥ 1,000 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 2,000 計 ￥117,000 

スモールコイン ￥  ― 計 ￥  8,801 

米山 BOX ￥ 2,401 計 ￥ 11,126  

希望の風 ￥  ― 計 ￥ 56,000 

次週のプログラム（９月６日） 

「ロータリーの友月間に因んで」 

島田洋二郎クラブ研修・情報委員長 

        お弁当：茂利戸家(鰻丼） 
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８月２３日（水）18時～銚子ボウルにて開催。 

 参加：銚子ＲＣ１４名・銚子東ＲＣ９名 

  両クラブ会長による始球式 

 

松本恭一会長 

開会挨拶      

 

 

 

 

懇親会：甚作    

＝成績発表＝   
団体優勝：銚子東 RC 個人優勝：高瀬幸雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

永澤親睦委員長・委員の 

皆さんお疲れ様でした。 

銚子・銚子東ＲＣ合同スポーツ大会 

ＲＣ 

 

９月例会プログラム 

１３日「ガバナー公式訪問」  

17-18 年度ガバナー寺嶋哲生様（柏 RC）  

例会終了後、クラブ協議会開催 

※全会員の出席をお願いします。 

 

２０日「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ対策について」 

副島 賢治会員 

 

２７日「夜間移動例会・観月会」太陽の里 

    点鐘 18 時 

 ５位 

新・旧幹事も揃って入賞☝ 


