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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   
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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 

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１３日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

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法人ちょうしがよくなるくらぶ 

ﾄﾗﾍﾞﾙ＆ｽﾎﾟｰﾂｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ亀野陽太郎様(卓話者) 

 

ＮＰＯ法人ＢｅＣＯＭ 

武内 達彦様    和泉 千恵子様 

 

 

 

 

 

 
例会場からの寄付金をお渡ししました。 

  

会長挨拶 

一年は早いもので、この例会場での最後の例会

になりました。後はクリスマス例会を残すのみ

です。先日、今年を現す漢字が「北」と発表さ

れましたが、これからこの一年間を総括する時

期となります。皆様方この一年間はいかがだっ

たでしょうか。 

 本日は、NPO 法人 BeCOM 様、NPO 法人ち

ょうしがよくなるくらぶ様から計３名お越し下

さいましたので、NPO の話をさせていただきま

す。 

 NPO とは、国内で社会貢献活動をする民間の

非営利組織のことで、従ってロータリークラブ

も含むことができます。法人格の有無、種類は

問いません。その中で法人格を持っているもの、

即ち１９９８年１２月に施行された特定非営利

活動促進法（NPO 法）により法人格を取得した

ものをNPO法人と呼びます。NPO法人BeCOM

さんは２００２年１１月に取得しましたので相

当早い時期です。法人数は２０１７年１月末現

在で５１，４９９、その他に法人でない NPO が

相当数あります。 

 NPO の役割とは、民間の立場で社会的サービ

スを提供したり、社会問題を解決する活動を行



−2− 

うことです。長い間、社会は行政と企業により

支えられてきました。即ち行政が公益の分野、

企業が利益追求の分野を担ってきました。その

中に第３の勢力として NPO を入れ、より良い社

会を創っていくことにあります。 

 そう考えますと、これからの社会 NPO の役割

は益々重要になると思われます。マクロ的に社

会を見ますと、２０世紀中頃までは、経済は社

会システムの中に組み込まれていました。その

後、経済が自由になりすべてを支配するように

なり世界で活躍するようになります。これを良

しとするのが、新自由主義です。行きつく先が

今のグローバリゼーションですが、どうも行き

詰ってしまったようです。これからどうなるか

分かりませんが、ひとつはグローバルからロー

カルを大事にする経済の流れが来るのではない

でしょうか。即ち、グローバル＝豊かさを求め

る社会から、ローカル＝幸せを求める社会です。

そこで、ローカルを創るのに行政、企業では限

界がある、NPO の役割が益々重要になってくる

気がします。 

 ところで、本日はふたご座流星群の見られる

日です。８月のペルセウス座流星群などと並ぶ

３大流星群のひとつですが一番安定的に見られ

ます。今回は月明かりの影響も無く、天気も良

さそうで最高の条件です。私は徹夜で見る予定

ですが、皆さんも是非ご覧になって下さい。自

然を味わいながら生活できること、それがロー

カルの特権だと思います。 

幹 事 報 告 

1. 年末年始休業日（12/26～1/8）のお知らせ 

2. 下期分地区関係負担金

送金とご報告のお願い 

3. 第 41回 RYLAセミナー

参加募集案内 

…ガバナー事務所 

4. 年末年始休業日（12/26

～1/8）のお知らせ 

…ガバナーエレクト事務所 

5. インターシティミーテイングのご案内 

…第７分区 G補佐 

6. ハイライトよねやま２１３ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

7. 2016年事業報告書の送付と基金へのご寄付の

お願い 

…一般財団法人比国育英会バギオ基金 

8. 第 3回銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委

員会の開催について 

…銚子市企画課 

9. 第38回銚子市民バザール大会報告会の結果に

ついて 

…銚子市社会福祉協議会 

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  

✧松本恭一会長 

亀ちゃん、亀太郎こと亀野陽

太郎様がお越し下さいまし

た。卓話楽しみにしています。 

 

 

 

✧宮内秀章社会奉仕委員長 

12月 7日に行われました交通

安全・防犯運動合同出動式、

お忙しい中多数のご出席あ

りがとうございました。 

 

 

 

✧高瀬幸雄会員 

先週２組のプライベートゴル

フで１位になりました。 

スコアはひ・み・つ 

 

 

 

 

 



−3− 

卓  話 

「ちょうしがよくなるくらぶの活動について」 

ＮＰＯ法人ちょうしがよくなるくらぶ 

トラベル＆スポーツコーディネーター 

亀野 陽太郎様 

この 4 月より、銚子セレクト市場内の「ちょく

ら」という拠点を中心に活動をしております

『NPO ちょうしがよくなるくらぶ』の活動内容

につきまして、本日はお話させて頂きます。 

NPO として「銚子の資源を活用し、人と社会

の健康に寄与する」を理念として、「ちょうしが

よくなる」事をキーワードとした、商品などの

モノづくりと、旅行商品などのコトづくりを主

に行っております。それには、“銚子に来れば健

康になれる”。“銚子の商品は健康に良い”。とい

われるようなサービスや商品を開発し「調子が

よくなるまち銚子」というブランドを醸成して

ゆく事が大前提となります。その上で、「調子が

よくなる町銚子」というブランドを醸成してい

くことで、「健康な町・銚子」＝「子供が元気に

育つ町・銚子」＝「母親から子育てに選ばれる

町・銚子」という風にブランドバリューを上げ

ていき、銚子の活性化につなげてゆく事を長期

的なビジョンとして掲げております。そして最

終的には、「ちょうしがよくなるまち銚子」とな

ることにより、健康寿命の延伸が、国家として

の重要な課題である現代、それらの課題を解決

できる地域になりうることができれば、銚子の

社会的存在価値がさらに高まり、持続可能なま

ちになるのではと描いて活動をしております。 

活動としての大きな四本の柱は、①ヘルスツ

ーリズムの実施運営事業。②地域商社事業。③

移住定住促進事業。④人材育成事業。以上 4 本

となっておりますが、本日は、②の地域商社事

業、及び私の専門である①ヘルスツーリズム事

業に関して、お話をさせて頂きます。 

地域商社事業については、銚子の魅力的な商

品を多くの方々に知って頂く事ももちろんです

が、「ちょうしあわせさば寿司」や「まぐろソー

セージ」等の新しい商品開発や、既存の商品を

組み合わせ「ちょうしあわせセット」等をふる

さと納税の返礼品として、商品化させて頂いて

おります。また最近のトピックスでは、千葉科

学大学の学生と共に開発チームを組み、小学生

を対象とした防災商品「もしものおまもり」を

発表させて頂き、年末年始より、寺社仏閣等よ

りご注文を頂くなど、本格的に販売が始まった

所です。 

 ヘルスツーリズム事業に関しては、“銚子に来

ていただく明確な理由”“銚子でしか味わえない

旅”をテーマに、銚子の様々な観光資源はもと

より、日の出を見ながら歩く「サンライズウォ

ーキング」や、海風にあたりながらの「タラソ

ウォーキング」等のプログラム開発を始め、各

種プログラムを組み合わせ、シニア向けのちょ

うしがよくなるツアーや、企業のちょうしがよ

くなるツアーなど、様々なライフステージに応

じた「ちょうしのよくなるツアー」を企画運営

し、実際にグループや、企業に直接働きかけを

行い、誘客に向けた活動を行っております。中

でも昨今注目されている「健康経営企業」から

の反響は大きく、特に意識の高い企業の担当者

向けのセミナー等を通じて、営業活動を行って

いる所です。今後も都内を中心とした企業への

営業や、PR 等を通じ

て、多くの誘客につな

げてゆきます。 

 我々NPO としまし

ては、事業を開始して

まだ 1 年も経過してお

りません。高い目標を

掲げておりますが、ま

だまだスタートしたば

かりの組織です。銚子

から日本全国、世界各

国に「ちょうしがよくなるまち」としての情報
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発信ができればと思っております。今後とも皆

様のご協力を何卒よろしくお願い致します。  

委員会報告  

宮内秀章社会奉仕委員長 

『薄暮時街頭監視』 

日時：１２月１９日(火)１６時～ 

場所：銚子大橋交差点   

皆様御参加下さい！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区フェローシップ委員会からのお知らせ 

 

Rotary Motor Cyclist Club of 2790 

初詣ツーリングのご案内 

 

 

 

開催月日：平成３０年１月１８日（木） 

集合場所：常磐自動車道 谷田部東 PA 

集合時間：AM９：３０ 解散 PM3:30 

雨天時中止 

行  先：茨城県筑波山（筑波山神社） 

 

 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３７名  

出 席：２９名 欠 席： ８名  

出席率 ７８.３８％ 

欠席：青野君・丸山君・大里君・副島君 

富永君・鈴木君・遠山君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

会報寄稿のお願い 

会員の投稿を募集いたします。 

ジャンルは問いません、400～600 字で下記宛

てにお寄せ下さい！！ 

銚子ロータリークラブ事務局 

Fax：0479(25)8789 

E-mail：rotary@choshinet.or.jp 

 

本年最後の会報となりました。 

会員の皆様にはご協力頂き有難うございます。 

来年もよろしくお願いいたします。 

 

広報・会報委員会 

 

ニコニコ BOX ￥ 8,000 計 ￥318,250 

スモールコイン ￥ 2,710 計 ￥ 30,026 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 29,308  

希望の風 ￥ ―   計 ￥160,100 

１２月２７日・１月３日の例会は休会です。 

次回のプログラム（１月１０日） 

賀詞交歓会 

「年女の抱負」佐藤直子会員 

お弁当：茂利戸家(鰻重) 


