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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 

「新入会員卓話」 

 淵岡 彰介会員 

  

前回例会報告（３月２８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：銚子東ＲＣ 大内 一恭様 

会長挨拶 

２週間ぶ

りの例会に

なります。

急に暖かく

なりお花見

に出かけら

れた方も多

いと存じま

す。私も先

日日曜日、

千葉科学大学卒業式出席後、妻と千鳥ヶ淵まで行

って参りました。今年は満開と日曜日と好天が重

なり、ものすごい人出でした。時代でしょうか、

外国人観光客と SNS アップする為に写真を撮っ

ている人が多くなった気がしました。 

 今月２３日は当クラブ６１回目の創立記念日で

したので、ロータリー創立と時代背景についてお

話させていただきます。シカゴ RC、東京 RC、銚

子 RC を始めとするその他大勢のクラブです。 

シカゴ RC と東京 RC は創立時の時代背景が良

く似ています。まず、シカゴ RC は創立１９０５

年２月。世界恐慌でアメリカ社会、特に設立者ポ

ールハリスの地元シカゴの人々の人心も荒れてい

た時代でした。最初は内輪の集まりでしたが、地

域への奉仕を行い次第に認められていきました。

また、日本で初めてのクラブ東京 RC はその１５

年後、１９２０年１０月創立です。銀行家米山梅

吉が中心となりましたが、当時１９１８年に第一

次世界大戦が終わり、一時的な好景気に沸きまし

たがすぐ恐慌に見舞われました。米騒動が起こり、

初のメーデーが行われた時代です。両クラブに共

通しているのは、経済恐慌の時期が出発点であり、

非常に困難な船出であったことです。特に東京 RC

は存続が危ぶまれましたが、１９２３年の関東大

震災に対し、海外クラブからの義捐金がたくさん

集まり、それを元に大規模な社会奉仕活動が出来

たことが大きかったと言われています。 

 一方大多数のクラブ、例えば２７９０地区はど

うでしょうか。一番早い千葉 RC で１９５１年５

月創立。銚子 RC は地区で８番目、その６年後の

１９５７年３月創立です。戦後まだ間もないとい

うこともありましたが、比較的恵まれた時代の船

出で、高度成長期の波に乗り会員拡大も順調に進

みました。どちらかというと、地域の名士の集ま

りでステータスとして入会する方も多かったよう

ですが、それで良かった時代でした。 
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 ところが時代はとっくに変わりました。日本の

成長は２０年前に止まり、人口のピークは２０１

０年の１億２８０６万人。銚子の人口のピークは

それより４５年も早い１９６５年の９１，４９２

人だそうです。それからすでに３割以上人口を減

らしています。 

 地域の衰退と人口減少で、どのクラブの運営も

困難になることが予想されています。しかし、先

達たちが恐慌の中船出し、社会奉仕活動に活路を

見出しクラブ活性化したように、当クラブでも地

域のニーズに合った奉仕活動を模索していくこと、

そして活動に賛同してくれる会員の拡大を同時に

行うこと、それが大事ではないでしょうか。今後

も、ロータリークラブは疲弊する地域にとって元

気な存在であり続けなければなりません。創立記

念に際しいろいろ考えさせられましたが、皆様は

どうお考えでしょうか。 

臨時理事会報告  
1） 須永新入会員カウンセラー・所属委員会の件        

…承認 所属委員会： 親睦活動委員会 

カウンセラー：大里忠弘会員 

2） 遠山靖士会員退会の件       …承認 

幹事報告 
【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ、小見川ＲＣ、旭ＲＣ 

1. 2018年ﾛｰﾀﾘｰ国際大会投票代議員用の書類  

…RI 

2. 地区大会記念誌拝受  …直前 G青木貞雄様 

3. 地区寄付レポート地区 R財団委員会より 

4. 木更津 RC事務局ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更のお知らせ 

5. スリランカクラブのご案内 

6. 成田空港南ＲＣ例会場変更のお知らせ 

7. トロント国際大会信任状提出について 

8. 2018年４月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝１０４円 

…ガバナー事務所 

9. 地区研修・協議会ご登録のお願いと確認 

…ガバナーエレクト事務所 

10. 第 7 分区ゴルフコンペ開催のご案内 

…第 7分区 G補佐 

11. 米山梅吉記念館春季例祭のご案内・賛助会ご

入会のご案内  館報 2018春号 vol.31拝受 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

12. お礼状 

…銚子ウエストポートライオンズクラブ 

13. 第 6回理事会・平成 30年度定時総会開催のご

案内    …千葉科学大学おうえん協議会 

14. 平成 30年春の全国交通安全運動実施要綱 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

3月 27日(火)夜間移動例会クラブ研修会  

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。 

大岩 將道会員(3月 20日) 

杉山 俊明会員(3月 23日) 

高瀬 幸雄会員(3月 23日)古稀祝 

☆結婚記念日  

青野 秀樹会員(3月 24日) 

大里 忠弘会員(3月 24日) 

☆創業記念日  

松本 恭一会員(3月 23日) 

ニコニコＢＯＸ  
✧大ニコニコ 大岩將道会員 

後期高齢者になりました。兄妹

でハンガリーにいってまいり

ました。 

 

✧大ニコニコ ①高瀬幸雄会

員 

古稀を迎えて 

ロータリーク ラブに入会し

古稀を迎える とは思っても

みませんでし た。皆様から

お祝いを頂き 感謝申し上げ

ます。又、子供、孫も全員集合でお祝いしても

らいました。人生で最高の誕生日でした。 

✧大ニコニコ②高瀬幸雄会員 

商工会議所の２０４回ゴルフ会で初めて優勝

しました。グロス 88 ネット 65、7アンダーの

圧勝でした。春の珍事とはこのことかと自笑し

ました。 

✧大ニコニコ 遠山靖士会員 

本当に 4 年間お世話になりまし

た。おかげさまで楽しく過ごす

ことができました。有難うござ

いました。 
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✧宮内龍雄会員 

先週末 念願の熊野古道、家内と二人で行ってき

ました。残念ながら家内が発熱してしまい、古

道の山歩きはできませんでしたが、桜が満開の

熊野三社を楽しんできました。ちなみに熊野本

宮大社 速玉大社 那智大社の三社です。 

卓  話 

「創業記念日に因んで」 

島田 洋二郎クラブ研修・情報委員長  

昨年 3 月 18 日の「創立 60 周年記念式典・祝賀

会」の開催から、早くも一年が経ちました。今日

は、毎年恒例の創立記念例会となります。 

内容としては、DVDを二本用意しましたので、そ

ちらをご覧頂きます。これは本年度クラブ奉仕委

員会、金島委員長が委員会事業として作った DVD

となります。一つは昨年の 60周年に関して、式典

までの一年間を 10分にまとめたものです。                   

田中作次氏(2012－13年度 RI 会長)をお招きし、

銚子東 RCにもご協力をお願いして、年度当初に開

催した「60周年記念合同例会」、地区補助金を活用

した60周年記念事業＝「駅前ロータリー改修事業」、

改修当日の作業、銚子市への贈呈式の模様、そし

て記念式典・祝賀会までを、宮内秀章会員の素晴

らしいナレーションに沿ってまとめられています。

70 周年へ向けて、クラブの資料として今後役に立

つものだと思います。 

 もう一本は今から 35年前、銚子で最初の地区ガ

バナーになられた小原美紀氏、その年度に開催さ

れた年次大会(現在の地区大会)のDVDとなります。

これはクラブの倉庫に保管されていた 8 ミリフィ

ルムを DVD に焼き付けたものです。倉庫にはほか

にも数本フィルムがあり、以前より内容を確かめ

て整理をする必要があると理事会でも意見が出て

いたところです。今回ご覧頂くものは、全部見る

と 1 時間半以上かかりますが、例会内ということ

でその中のほんの一部となります。  

銚子での年次大会は 1984年 3月 10日－11日と

二日間にわたって開催されましたが、現会員でこ

の時のことを知っているのは加瀬会員、桜井広和

会員、小田島会員、そして新入会員だった宮内清

次会員です。 

 年次大会の大会委員長は大里庄治郎氏、大会実

行委員長は西原勝雄氏でした。参加したロータリ

アンは 2600名を超え、それまでの年次大会では最

高だったそうです。 

 この時の RI会長代理は末永直行氏、音楽家で福

岡大学の理事長などをされた方で、所属は福岡西

RCです。RI会長代理歓迎晩餐会は当時の犬吠埼京

成ホテルで盛大に行われました。 

 また、来賓として、日本では二人目の RI会長・ 

武笠廣次氏(1982－83年度 RI会長・大分県中津 RC

所属)が祝辞を述べられています。ちなみに日本で

最初の RI 会長は東ヶ崎潔氏(1968－69年度・東京

RC)、そして三人目が一昨年お呼びした田中作次氏

となります。 

 記念講演は「一人ひとりの仕事は天職」と言わ

れた佐藤千寿氏でした。佐藤氏はその後 2005 年、 

宮﨑裕光元会員が会長年度の時にも銚子へ来られ

て講演を行っています。その内容はクラブのホー

ムページのトップに佐藤千寿というバナーがあり

ますので、そちらをクリックすれば確認して頂く

ことができます。 

 この保管されていた 8 ミリフィルムには、ほか

にも参加された会員の奥様方のためのエクスカー

ションとして「銚子の文学碑と磯めぐり」の模様

やダンス、コーラスなど、また銚子市体育館で開

かれた大懇親会場の楽しい風景も残っています。

手違いがあってそれらをご紹介できず残念ですが、

二本とも事務局に保管してありますので、興味の

ある方は河野さんに問い合わせてください。 
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 今日は皆さんに一枚資料を配らせて頂きました。

松本会長の挨拶の中でも、2790 地区のクラブの創

立のお話がございましたが、これは千葉県内 2790

地区のクラブの創立順の表となります。全部で 86

クラブ、2000年以降の創立は大網 RC、東金ビュー

RC、そして最後にできたクラブは 2010年の浦安ベ

イ RC ですが、この中で富津 RC、印旛中央 RC、船

橋北 RCがすでに終結、つまり解散をしていますの

で、現在 83クラブとなります。 

 銚子 RCはご存知の通り、地区内では 8番目にで

きたクラブですが、千葉 RCより最初にクラブ創設

の話を勧められたのは銚子でした。しかしながら、

嶋田隆市長はじめ当時の皆様はロータリークラブ

についてご存知なく、皆さんで時間をかけて詳し

く調べられたそうです。結果、間違いのない素晴

らしい団体であるという結論から、初代会長は嶋

田隆氏、副会長が根本和三郎氏、幹事は大里栄一

氏として銚子 RCは 1957年 3月 23日に創立します。

その間、千葉県内では木更津、市川、船橋、館山、

野田、松戸と次々にロータリークラブが誕生して

いきました。 

 最後になりますが、昨年の 60周年式典、会員皆

様のご協力のもと、無事終了をすることができま

したが、実行委員会の委員長のほとんどは創立 50

年以降に入会をされた方にお願いを致し、諸先輩

のお知恵を拝借しながら進めていきました。9年後

の 70周年にむけて、昨年、今年と入会された皆さ

ん、寺内会員、泉会員、淵岡会員、そして本日入

会の須永会員、そしてこれから入会をされる方々

が中心となってクラブを運営していくことは間違

いありません。銚子ロータリークラブは県内でも

素晴らしいクラブの一つです。これからも皆さん

で、奉仕の理想、クラブの充実に努めていきまし

ょう。 

入会式 
須永 清彦会員 

事業所：株式会社エステック

代表取締役 

職業分類：コンピューターシ

ステム 

所属委員会：親睦活動委員会 

カウンセラー：大里忠弘会員 

 

委員会報告 
宮内秀章社会奉仕委員長 

春の全国交通安全運動のお知らせ 

4/6（金）出発式 15時～市民プラザ 

4/12(木)薄暮時街頭監視 16時～銚子大橋交差点 

金島弘クラブ奉仕委員長 

通算 3000回記念例会のお知らせ 

7/8(日)会場：太陽の里にて記念移動例会を開催

する予定です。よろしくお願い致します。 

【出席報告】 

会員総数４２名 出席計算３６名  

出 席：２８名 欠 席：８名  

出席率７７.７８％ 

欠席：青野君・金子君・丸山君・大里君・佐藤君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

3/29駅前花植え（参加 9名）  
金子君・金島君・小林君・宮内(秀)君・松本君 

永澤君・櫻井(公)君・高橋宏資君・田中君 

 

 

【ニコニコ】 

※台湾東部地震義援金 41,000 円送金しました。 

ご協力ありがとうございました。 

国際奉仕委員長 佐藤直子 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 49,000 計 ￥483,250 

スモールコイン ￥  2,400  計 ￥ 42,386 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥ 41,379  

希望の風 ￥  ―  計 ￥235,201 

次週のプログラム（４月１１日） 

お花見移動例会  

例会場：猿田神社 社務所 点鐘 12時 30分 

卓 話：「力石」 

卓話者：猿田 正城会員  

お弁当：入船（幕の内） 

 

 

 

 

中央みどり公園の桜が咲きました。 

 
撮影３月２８日 大岩將道会員 


