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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  委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「観光ＤＭＯについて」  

 ＤＭＯ準備室 佐野 明子様 

 

前回例会報告（５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： 

銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

委員長 木樽 正明様 

銚子創生室 主任主事 山田 浩市様 

 

 

 
女子ソフトボール

台湾代表キャンプ

広告協賛金をお渡

ししました。 

☜ 

会長挨拶 

ご覧の通り、左隣りには次年度幹事櫻井さん

SAA 佐藤さんがいます。金島さんが私の場所に

来られれば次年度執行部になりますが、後一カ

月と少しですのでもう少しお待ち下さい。本日

のお客様は、皆様ご存じ木樽正明様、そして市役

所若手ホープ山田浩市様です。後程木樽様より

ご挨拶いただきます。 

 先日２０日の家族親睦旅行ですが、好天の中

２６名参加、歌舞伎座に行って参りました。まず

は親睦委員の皆様、そして特に永澤委員長は、投

手としては元ロッテエース木樽正明投手に遠く

及びませんが、親睦委員長として完璧な投球を

していただきました。たいへんお疲れ様でした。 

 今回の旅行は、「伝統とモダンの融合による新

しい価値」をいたる所で感じました。最初に訪れ

たのは「浜離宮庭園」です。若い頃良く訪れた大

好きな公園の一つですが、３０年ぶりに訪れ、あ

の頃とは全く違う別の魅力を持つ公園になって

いました。それは、

相反すると思われ

る伝統的日本庭園

とそのバックに見

える汐留の近代的

ビル群、その対比

が実にすばらしい

こと。それが新し

い風景（価値）を

生み出していま

す。外国人観光客が多く、人気の理由も良く分か

ります。 

 次に訪れた「歌舞伎座」は５年前の２０１３年

完成、同じ場所に新築されました。効率だけを考

えたならば、郊外に移し大きな駐車場を整備す

るということでしょうが、そのようにはしなか

った。東京の中心東銀座に、歴史と伝統を感じる

デザインの歌舞伎座と、近代的白亜の歌舞伎座

タワー２９F を建設した。これも相反するよう

な建物ですが、新しい観光スポットとし見事生

まれ変わりました。見どころは「伝統とモダンの

融合」です。 

 肝心の歌舞伎ですが、半分寝てしまった為多

くを語れません。しかし多分、伝統の歌舞伎を少
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し現代に合せアレンジしているのではないでし

ょうか。終わりのクライマックスシーンの曲芸

の連続にそれを感じました。これも新しい価値

の創造のような気がします。 

 話は変わりますが、日大アメフト部指導者の

問題、「伝統とモダンの融合」という視点から見

ますと、結果が出ていたため相変わらず旧態依

然とした指導法（絶対服従が基本）を長く続けて

いた。一方で、青学大駅伝部のように、民主的で

自主性とコミュニケーションを重んじ楽しく結

果を残す部もあります。伝統的指導法を現代に

合せアレンジし、新しい指導法（価値）を確立す

る努力を怠った結果でしょう。 

 これから時代がどんどん変化する中、常に伝

統とモダンを融合させ新しい価値を作っていく

こと。すべての分野において重要になると思い

ます。 

 それでは、大型新人須永清彦さんの卓話を期

待し、会長挨拶といたします。 

 

臨時理事会報告 

1） 常世田・山崎新入会員ｶｳﾝｾﾗｰ・所属委員会の件 

…承認 常世田会員ｶｳﾝｾﾗｰ  ：青野秀樹会員 

         所属委員会：親睦活動 

    山崎会員ｶｳﾝｾﾗｰ   ：信太秀紀会員 

所属委員会：親睦活動 

幹事報告 
【週報拝受】佐原ＲＣ 

小見川ＲＣ、八日市場ＲＣ 

1. 地区寄付レポート 

…ガバナー事務所 

2. 次年度目標入力について 

3. 2018-19 年度地区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾀﾞ

ｳﾝﾛｰﾄﾞのお知らせ 

4. 2018-19年度青少年交換募集ポスター 

…ガバナーエレクト事務所 

5. 千葉科学大学留学生交流会分担金のお願い 

…銚子東ＲＣ 

6. 国際交流を目的とした演奏会のご案内（DIN＆

TONICS)             …銚子市国際交流協会 

7. 近県野球大会後援のお願い…銚子市体育協会 

8. 銚子学冊子拝受                …㈱秀英社 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

6月 14日(木)夜間移動例会点鐘 6時 30分寿茂登 

  28日(木)定款により休会 

会員の記念日 

☆誕生日おめでとうございます。 

副島 賢治会員(5月 17日） 

☆創業記念日  

加瀬 貞治会員(5月 20日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧泉英伸会員 

5月 9日新入歓迎会ありがとうございます。 

とても楽しかったです。 

✧淵岡彰介会員 

先日の歓迎会ありがとうございました。 

✧須永清彦会員 

5/9新入会員歓迎会ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

卓  話  

「新入会員卓話」 須永 清彦会員 

早いもので私が入会させて頂いてから 2 ヵ月

が過ぎました。その間小出しに自己紹介をさせ

て頂きましたが、今回皆様の貴重なお時間を頂

き、自己紹介をさせて頂きます。 

大きく分けまして①生い立ち、②趣味、③エステ

ックについてお話させて頂きます。 

① 生い立ち 

まず生い立ちについてお話させて頂きます。昭

和 47 年 3 月 15 日生まれ、うお座Ｏ型、母親の

実家が三重県南伊勢市でありまして、初子との

こともあり、里帰り出産の為、三重県南伊勢市で

生まれております。そこから 3 か月後母親が私

の代わりに銚子の地を踏んでおり、その後、高校

を卒業するまでは、本城町の実家で暮らしまし

た。 

本城小学校、五中、銚子商業、東京蒲田の日本工

学院専門学校と進学致しました。 

本城小学校ではバスケットボール部、また当

時は本城睦スポーツ少年団の剣道部があり、4年

生から剣道を学んでいました。正直バスケも剣
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道も「練習には来ているが上達しないヤツ」だっ

たと思います。 

また、小学５年生の時、私の人生を変える商品

に出会います。それはファミリーコンピュータ

略してファミコンです。当時大ヒットしました

ので、テレビなどで特集を組まれており、その中

でどうやって TV ゲームが作られていくかを特

集した番組がありました。その中で初めて「プロ

グラマー」との職業を知り、私の憧れの職業とな

ります。ただ、当時「プログラマー」の「プロ」

を「プロ」「アマ」の「プロ」だと勘違いしてお

りまして、将来の夢を聞かれたときに「プロのグ

ラマー」になる！と答えて、笑われたことを思い

出します。コンピュータシステムに付いて興味

を持ち始めた小学生時代でした。 

中学生になりますと、ますますＴＶゲームに

のめり込みます。そして進路について悩んでい

た中学 3 年生の春、銚子商業に情報処理科が新

設されることを知り、受験を決意します。ＴＶゲ

ームばかりやっていた私にとって情報処理科の

ハードルは高く、担任の先生からは滑り止めを

受験する事を強く勧められましたが、結果はな

んとか合格し、情報処理科の第 1 期生として高

校生活を迎えることになります。 

高校時代になると部活が忙しくなり、ＴＶゲ

ームは殆どしない生活になりました。 

高校も剣道部に入りましたが、当時の剣道部は

顧問の先生がとても厳しく、練習方法は元より、

挨拶・礼儀作法等々事細かに指導され、現在の私

の基盤が出来た時代だったと思います。高校を

卒業後、日本工学院専門学校の情報処理科に進

みます。２年間のカリキュラムで当時難関と言

われていた第 2 種情報処理技術者試験の試験に

合格する事が出来ました。 

その際、銚子からも何件か求人がきており、それ

が新生町の(株)ユニティでした。面接当日に内定

をもらい、地元に帰る決心を致しました。 

ユニティ入社当時まだパソコンの性能は低く、

仕事向けはオフコンといわれる高価なコンピュ

ータでＣＯＢＯＬというプログラム言語を使用

し、システムを構築する仕事をしておりました。 

ユニティ時代で思い出すのが 2000年問題です。

98年頃から準備をし、99年後半には睡眠時間を

削り、家に帰るのが 0 時を過ぎるのが何カ月も

続き、体調的にも、精神的にもかなり追い込まれ

ていた時代でした。 

そんな 2000年を過ぎると、今度は一気に仕事が

無くなります。対照的にユニティの他部門の成

績は良く、ユニティの社長はコンピュータ部門

を閉鎖するかどうか悩んでおり、私にその相談

を持ちかけられました。そこで私が独立し、現在

のユーザーを引き継ぐ提案をした所、快諾され、

エステックを立ち上げます。 

② 趣味について 

私の趣味は「釣り」と「剣道」です。 

釣については家の前が本城ドックでしたので、

小さいころから釣り好きの祖父と一緒にハゼ釣

り等に行っていました。中学生になるとブラッ

クバスのルアー釣りに熱中します。 

高校時代は部活の為、釣りを中断していました

が、社会人になると再度ルアー釣りに熱中しま

す。しかし結婚・長男誕生を機に、食べられる魚

を釣る事に目的を移行し、海釣りがメインにな

ります。興味のある方は是非一緒に釣りに行き

ましょう！ 

もう一つ「剣道」についてですが、実は高校卒業

後、剣道からは離れていました。しかし 5 年前

長男が剣道をやってみたいと言い出したので、

明清剣道教室に親子で見学に行きました。そう

したら子供だけでなく私も誘われてしまい、そ

のまま指導者の一員として携わる事になり、現

在も続いております。 

現在、子供は中学 2 年生と 1 年生になり、二人

とも剣道部に入部しております。回数は多くは

ありませんが、親子で稽古できるのが楽しみと

なっております。 

③ エステックについて 

最後にエステックという会社についてお話させ

て頂きます。 

社名の由来は私のイニシャル S とテクノロジー

の「テック」の組み合わせです。 

営業開始当初、知り合いと共同で中小出版社向

けのシステムを構築し、販売・サポートを開始

し、述べ 100 システム以上の導入実績を積むこ

とが出来ました。そして今から 10 年ほど前に、

その知り合いが 60 歳を機に引退しバリ島に移

住した為、現在は弊社単独で販売・サポートを行

っています。 

システム構築以外にも、ワードやエクセルの操

作指導や勘定奉行等のパッケージソフトの販

売・指導等のｻﾎﾟｰﾄ業務、付随するサプライ品の

販売等、パソコンのなんでも屋的な存在です。 

よくＨＰはやらないのと聞かれますが、私及び

社員に絶望的に芸術的センスがありません。Ｈ

Ｐは知り合いの会社を紹介させて頂きます。 

もしパソコン関連でお困りごと等御座いました

ら、是非ご相談下さい。会社でもご自宅のパソコ

ンでも構いません。個別に対応させて頂きます。 

以上、私の自己紹介でした。今後とも末永く宜し

くお願い致します。ありがとうございました。 
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新ポール・ハリス・フェロー 

松本 恭一会長 

                      

会 員 投 稿 

家族親睦旅行記～浜離宮・歌舞伎座編～ 

石毛 英俊会員 

 5 月 20 日の晴れた日曜日、家族親睦旅行に初めて

参加させていただきました。今年は永澤親睦委員長

企画の風雅な東京日帰り旅行。大都会のオアシス、 

『浜離宮恩賜庭園』散策と市川海老蔵一人五役の五

月大歌舞伎鑑賞でございます。 

 当日朝は、香取市の風土村から乗車させていただ

きありがとうございました。車中では缶ビールをい

ただき極楽気分。道路は渋滞もなく、最初の立ち寄り

地である浜離宮にほどなく到着しました。 

 実は私、浜離宮は初めてでございます。大里さん、

秀章さん、副島さんとご一緒させていただき園内を

一周いたしました。 

高層ビル群に囲ま

れた広大な庭園の

中心には都内で唯

一の海水の池があ

り、水の面に映える

橋と茶屋の姿は、こ

れぞ日本の美、とい

った趣がありまし

た。以外だったのは、江戸時代にはこの庭園で鴨猟が

行われており、鴨場という鴨を獲る仕掛け場が現存

していること。鴨に見つからないように人の隠れ場

所として造られた土手には、四角いのぞき穴が付い

ており、穴からのぞいてじっと鴨を狙っていた様子

を思い浮かべると、なんともユーモラスな感じがし

ました。 

 そして今回のメインイベント歌舞伎座です。歌舞

伎も私は初体験。東京に住んでいた 20 代の頃、ずっ

と行きたいと思っていて行けなかったので、今回晴

れて念願が叶い感謝感激です。これも永澤さんが 94

回も電話してチケットを取ってくれたお蔭。永澤さ

んありがとうございました！劇の方は、事前にあら

すじをざっくりと把握して臨んだものの、セリフが

難しくて途中何度かうとうとしてしまいました。ク

ライマックスの見得を切る場面はさすがに見応えが

ありましたが残念ながら寄り目の表情まではよく見

えませんでした。次回観る機会があれば、双眼鏡持参

と解説のイヤホンセットを借

りようと思います。そしてあの

大ホールで、マイクも使わず客

席に届く海老蔵の声。さすがだ

と思いました。 

 最後に当日はあまりお手伝

いできず申し訳ございません

でした。ありがとうございまし

た。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４２名 出席計算３７名  

出席：２８名 欠席：９名 出席率７５．６８％ 

欠席 青野君・神津君・小林君・副島君 

大岩君・高瀬君・富永君・鈴木君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 

5/22ＲＡＣ例会 

石毛(充)君・丸山君・髙木君・寺内君 

5/22銚子東ＲＣ 大里君 

5/24分区Ｇ（参加 9名）  

石毛充君・伊藤君・金島君・小林君・宮内(龍)君 

永澤君・大里君・高橋宏資君・寺内君 

5/29銚子東ＲＣ 大岩君・高瀬君 

 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 21,000 計 ￥560,250 

スモールコイン ￥  2,401 計 ￥ 49,037 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 48,730  

希望の風 ￥ ―  計 ￥284,301 

次週のプログラム（６月６日） 

「新入会員卓話」  

       お弁当：大新（幕の内） 

 

 

 

 


