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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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今週のプログラム 

「創業記念日に因んで」 

島田 洋二郎クラブ研修・情報委員長  

前回例会報告（３月１４日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング：我らの生業 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

銚子観光大使  

学生団体 SUKIMACHI代表 和泉 大介様（卓話）  

(獨協大学 法学部 3 年 出身：銚子市) 

江波戸 雄大様   (福島大学 出身：銚子市) 

SUKIMACHI兵庫県アンバサダー 

巽 友樹様(東京農業大学 出身：兵庫県淡路島) 

SUKIMACHI長野県アンバサダー 

前島 玲美様(埼玉大学 出身：長野県) 

SUKIMACHI奈良県アンバサダー 

吉良 円花様(日本女子大学 出身：奈良県生駒市) 

 

会長挨拶 

この一週間で大分春めいて参りました。３月

６日啓蟄から２１日春分の日までは、いたると

ころで生命の息吹を感じることができます。花

粉さえ無ければ、一年で最もいい時期ではない

でしょうか。 

 １１日（日）に銚子ウエストポートライオン

ズクラブ創立２０周年記念式典がございまして、

小林幹事と伴に出席いたしました。ロータリー

クラブより盛大な式典である印象を持ちました

が、また違った雰囲気を体験でき大変有意義で

した。 

 震災から７年目の先日３月１１日は、各テレ

ビ局とも震災の報道特集をやっておりました。
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震災が遠い過去になってしまう中、年一日だけ

でも思い出すことは大事であると思います。当

クラブも会員４２名中震災後入会された方が１

７名になりましたので、震災と銚子 RC の話を

させていただきます。 

 震災後の初例会は、５日後の１６日（水）で

した。余震もまだありましたので１F 大ホール

で行いました。当時、私は SAA でしたので良く

覚えていますが、例会途中震度５弱の地震があ

り一時中断しました。欠席される方が多いのか

なと思いましたが、出席率はいつも通りの７

８％、皆さんにお会いでき何かほっとした気分

になったことを覚えています。当日の卓話は、

当時米山奨学生マユカ君の予定でしたが出席で

きず、代わりに急遽会員３名、坂本会員、伊東

功会員、織田ガバナー（当時）にお願いしまし

た。それぞれ震災の経験談を述べられました。 

 震災後は支援活動も行いました。４月１６～

１７日には有志 7 名での気仙沼へ支援物資の搬

送。８月２７～２８日は１２名で牡鹿半島へや

はり支援物資の搬送です。後日卓話で報告を聞

き、震災後の生々しい悲惨な状況を聞くことが

できました。 

 そして忘れてはならないのが、織田ガバナー

（当時）が中心となり設立した「希望の風奨学

金」です。長期に渡るプログラムであること、

又スタートが次年度に入ってしまった為に、設

立に大変苦労されたとお聞きしています。震災

遺児が対象で、大学（短大、専門学校）４年間

返済不要月々５万円の奨学金です。震災時に遺

児となった０歳児まで対象になりますので、２

２年－７年、最長あと１５年、２０３３年まで

続きます。総予算額１０億８千万円、あと２億

３千万円不足（２０１７年６月末現在）なのだ

そうです。震災直後両親を亡くされた子供は３

県（岩手、宮城、福島県）で２４１人、片方亡

くされた子供は１４８３人にものぼるそうです。

当クラブでは、毎月第一例会で奨学金の募金箱

を回しています。月一回、痛ましい震災の記憶

を思い出しながら、また被災者の皆さんに思い

を馳せ募金をしていただくこと、今後ともよろ

しくお願い申し上げ会長挨拶とします。 

臨時理事会報告  

1）  次年度補助金申請の件        …承認 

幹事報告 

【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

1. 2018 JAPAN RYLAのご案内 

2. ﾄﾛﾝﾄ国際大会千葉ﾅｲﾄのご案内 第２弾 

…ガバナー事務所 

3. ハイライトよねやま２１６ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

4. 創立５５周年記念式典並びに祝賀会のご案内 

…勝浦ロータリークラブ 

会員の記念日 

☆結婚記念日 猿田正城会員(3月 10日) 

☆創業記念日 泉 英伸会員(3月９日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧寺内忠正会員 

先々週お客様でロータリアン

がいました。ベルギーです。

会長に相談してバナーを送り

ました。 

 

委員会報告 

高橋宏資地域・環境保全委員長 

花植えのお知らせ  

3 月 29 日(木)午前 9 時～ 

駅前ロータリー花壇の花植えを

実施いたします。ご都合のよろしい方はご参加

下さい。ＭＵ対象です。 
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卓  話 

【地元（すきなまち）を発信する若者を 

増加させること】 

銚子観光大使  

学生団体ＳＵＫＩＭＡＣＨＩ代表 和泉大介様  

学生団体 SUKIMACHI 代表・銚子観光大使の

和泉大介と申します。 

まず、今回銚子ロータリークラブにおいて、

このような貴重な機会をいただいたこと、本当

にありがとうございます。そして、私たちを紹

介してくださった、松本会長・田中様に心から

御礼申し上げます。 

 私は生まれも育ちも銚子っ子。銚子第三中学

校から銚子商業高校を卒業し、現在は埼玉県の

獨協大学に在籍しております。 

そして、今回は東京で代表を務める学生団体

SUKIMACHI についてご紹介の時間をいただ

き、「学生がどのような活動をしているのか」「学

生団体 SUKIMACHI とはどのような団体なの

か」という視点から卓話とさせていただきまし

た！ 

学生団体 SUKIMACHI は"地元(すきなまち)

を発信する学生を増加させ、若い世代の「遊ぶ・

働く・暮らす」選択肢を広げること"を目的とし

た学生団体です。 

現在、首都圏の大学生を中心におよそ 20 名の

メンバーで構成されており、それぞれが持ち回

りの地域のアンバサダーを自称することで、そ

の地域の PR 活動に取り組んでいる。 

軸となる活動は地元(すきなまち)を題材にした

イベント、セミナー、プロジェクト、ツアーな

どの企画・運営をしています。 

結成 2 年目で、全国の地元好き学生を集めた

イベント「地元好き集まらん会」や、地域の PR

イベント、オリジナルツアー「全国すき Match

旅」等、約 60 の企画を実施し、参加者は総勢

1000 人を超えます。 

中でも「地元好き集まらん会」では、地元(す

きなまち)に対して熱い想いを持った学生が参

加者に対してプレゼンテーションを行なうなど

特に盛り上がりを見せ、さらには実際に地元を

感じる事ができるような郷土料理や特産品、地

酒、伝統工芸品などの提供も行なっています。 

そこで、普段触れることのなかった地域の

「食・文化・人・自然・歴史」を体験する事に

なり、地域に溢れる魅力を知るきっかけに繋が

ると考えています。 

様々な地域のことを広く知り、それぞれの地

域の人々と更に関係を広げていけたなら、若い

世代の「遊ぶ・働く・暮らす」の選択肢を広げ

ることができるのではないでしょうか。 

 今後は新たなメンバーを獲得していくととも

に、活動の幅を関西まで広げようと考えていま

す。 

最後に、私自身もこのように地元の魅力を発

信したり、地元好きな学生と接点を持つように

なったのは、銚子商業高校時代の活動があった

からです。昨今、銚子商業生による地域活動が

話題となっています。私も高校 3 年次に銚子電

鉄の脱線した車両修理を捻出するために、クラ

ウドファンディングに臨みました。結果として、

500 万円以上の支援を多くの人から募ることが

できました。そして、その金額以上に銚子や銚

子電鉄に「愛」を持つ多くの人の存在を感じま

した。「こんなにも銚子のことが大好きな人がい

るのか」これが私が銚子への魅力を改めて感じ

るようになった転機です。 
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特に、銚子商業の石毛宏幸教諭や銚子電鉄の

黒澤様。支援者の松本会長や、銚子市役所の小

足様、NPO 法人 BeCOM の西田様には大変お世

話になり、これを語るにおいて欠かせない存在

であります。今後は、銚子観光大使として、

SUKIMACHI 代表として、銚子の魅力を世界に

発信していくことを目標とします！ 

ご挨拶 

遠山靖士会員 

東京北区の王子営業所へ 

転勤することになりました。

お世話になりました。 

3 月 19日(月) 18時～ あぐり 

有志により遠山会員の送別会が開催されました。 

 

【出席報告】 

会員総数４２名 出席計算３

６名  

出席２５名 欠席１１名 出席率６９.４４％ 

欠席：青野君・丸山君・永澤君・大里君 

副島君・髙木君・高瀬君・泉君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

3/17茂原中央ＲＣ 島田君 

3/17分区会長幹事会 小林君・松本君 

3/17・18 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ全国地区代表者会議&研修会 

丸山君 

3/25ＰＥＴＳ 金島君・高橋宏資君 

【ニコニコ】 

台湾東部地震義援金募金箱￥19,000 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 5,000 計 ￥434,250 

スモールコイン ￥  ―   計 ￥ 39,986 

米山 BOX ￥ 2,100  計 ￥ 41,379  

希望の風 ￥  ―  計 ￥235,201 

次週のプログラム（４月４日） 

「新入会員卓話」淵岡 彰介会員  

お弁当：喜多川（ちらし） 

 

 

 

 

４月・５月例会プログラム 

４月１１日 花見移動例会猿田神社社務所 

   「力石」  猿田 正城会員  

１８日「母子の健康月間に因んで」 

銚子市役所 健康づくり課担当者様 

 ２５日「共感力」 信太 秀紀会員 

５月２日 定款により休会 

  ９日「青少年奉仕月間に因んで」 

  丸山泰典青少年奉仕委員長 

１６日「ドローンについて」 

  銚子東ＲＣ 川津 光雄会員 

２３日・３０日 調整中 


