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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  金 島   弘 

副会長 宮 内 秀 章 

幹 事 櫻 井 公 恵 

会 計 常世田 祐 一 

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   

2018-2019年度 ＲＩ会長テーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 
ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

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 

ガバナー橋岡久太郎 (佐倉中央RC)  

広報・会報委員会   

委員長 永澤 信  副委員長 島田洋二郎 

委  員  大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「新入会員卓話」 村田 等会員 

 

前回例会報告（８月２２日） 

点鐘：金島 弘会長 

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： 

第８グループガバナー補佐 高橋 宏資様 

補佐幹事   石毛 充様・宮内 龍雄様 

会長挨拶 

8月 15日は例会休会日でしたが、お盆中はい

かがお過ごしでしたか。8月 18日（土）～19日

（日）は、第 44回関東近県中学生選抜野球大会

が銚子市野球場で、晴天に恵まれて行われまし

た。開会式では大勢の会員に出席頂きありがと

うございました。本年度挨拶は銚子東ロータリ

ー大内会長、始球式は銚子ロータリー会長の私

が投げさせて頂きました。皆さんには、投げられ

るのかとご心配をおかけしましたが、なんとか

無事に行うことができました。ご声援ありごと

うございました。銚子中・六中連合チームは初戦

明治大学附属中に負けてしまい、決勝戦では埼

玉県滑川町立中が東京都明治大学附属中に競り

勝って優勝しました。 

 21日（火）両クラブ合同スポーツ大会が 18時

15 分から銚子ボウルで行われました。団体優勝

は、銚子東クラブが昨年に続き 2 ゲーム合計上

位 5 名の合計で銚子クラブを上回りました。個

人優勝は銚子クラブ永澤会員が 174点と 170点、

2 ゲーム合計 334 点で断トツ優勝でした。懇親

会は甚作で大いに盛り上がり、両クラブの親睦

が深められました。 

 2 回目の趣味の話をしたいと思います。私は、

幼少の頃は三角ベースで野球をやり、中学 1 年

時に野球部に入りましたが、2年進級時に辞めて

しまいました。昭和 40 年第 47 回全国高校野球

選手権大会で我クラブ阿天坊会員の銚子商業高

校が決勝戦で福岡県立三池工業高校に 2 対 0 で

負けて準優勝でした。昭和 49 年第 56 回全国高

校野球選手権大会決勝戦で山口県立防府商業高

校を 7 対 0 で完封し念願の初優勝をしました。

その当時から、甲子園常連校として「野球のまち

銚子」を全国区にしたと思っています。私も 10

代から 20代まで草野球に毎週参加しました。当

時、市民軟式野球大会参加チームは 130 を超え

て、天候によっては球場スケジュールが大変で

した。平成 30年度市民軟式野球大会参加チーム

は 11チームと非常に寂しいかぎりです。自分達

が作ったチームチェリーズがCRに変改して今も

頑張っているようです。名チームの選手層も次
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第に高齢化してきており、「野球のまち銚子」を

復活させるためにも、何と言っても地元高校の

甲子園出場を願っている一人です。 

 

幹事報告  
【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

【活動計画書拝受】銚子東ＲＣ 

1. 2018-19年度寄付・認証ロータリ

ークラブの手引きについて 

2. 「ロータリーカード」作成及び推進のお願い 

3. 9月 1日ロータリー財団セミナー式次第 

4. ロータリー青少年交換生（2019 年派遣）応募

期限間近のおしらせ 

5. 「コーディネーターニュース」2018年 9 月号

のご案内 

6. 9月のロータリーの友月間に向けて 

7. 希望の風奨学金 風の便り vol.4 

…ガバナー事務所 

8. 米山月間資料送付先の確認 

9. ハイライトよねやま ２２１ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

10. 米山梅吉記念館館報 2018秋 vol.32  

賛助会ご入会のお願い 

…公益財団法人米山梅吉記念館 

11. 敬老祝賀会のご案内 

…さざんか園 

 

【例会変更】小見川ＲＣ 

９月 18日(水)多古ＲＣとの合同例会  

Ｇ公式訪問点鐘 17時 45分 萬勢庵 

  19日(水)休会 18日公式訪問の振替の為 

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  

✧第 8グループガバナー補佐 高橋宏資様 

本日、卓話をさせていただきます。宜しくお願い致

します。 

✧永澤 信会員 

昨日の両クラブスポーツ大会、ボーリングでした

が、平均スコア１７２で優勝しました。今年の甲子

園は100回記念大会で大いに盛り上がりましたが、

金足農業の吉田投手に刺激を受け、一生懸命下投

げでボールを転がした成果だと思います。有難う

ございました。 

✧泉 英伸会員 

実家(秋田県)の近くにある金足農が準優勝しまし

た。ちなみにいとこ（秋田で公務員）も高校球児で

した。 

卓  話 

「日本のロータリーの歴史をひも解くと」 

第 8グループガバナー補佐 高橋 宏資様 

ロータリーの魅力とは何でしょうか？ロータリ

ーの第 1の魅力とは、「Fellow ship」にあると思

われます。ロータリーに入っていて良かったと感

じるのは、人との出会い、例会において親密なる友

人を得ることではないでしょうか？ 

 ロータリーの入会の意義に、『クラブの全会員は、

あなたの職業的、社会的品行を高く評価し、あなた

との親交を深めることを希望し、それによって自

分の知らない知識を得ることもでき、ひいては社

会奉仕をさらに広め、お互いの人間性も向上させ

ていきたいと願っているということである』とあ

ります。それはクラブの例会から始まることでは

ないでしょうか？ 

日本のロータリーの歴史をひも解くと、1921 年

に東京クラブが第 1 号として創立いたしました。

当初は、日本の財閥を中心としたエリート中のエ

リートから選び抜かれた大企業の社長や重役とい

った顔ぶれで、個人的な自由業の会員は見当たり

ませんでした。その前例が財界人の入るクラブで

あるという錯覚を生み出し、現在でも多少の誤解

を生んでいる所かもしれません。ロータリーの例

会がお金持ちの昼食の会であると思われる原因の

一つになっているのではないでしょうか。 

 当初、東京クラブは月1回の例会でありました。

そして出席率も悪く、流会もたびたびあったそう

です。しかし、1923年 9月 1日の関東大震災の際

に、ＲＩそして全世界のロータリアンからの友情

と援助を機に、今までの月 1 回の例会から毎週開

催するように改めました。 

 その後、世界大戦に突入すると、軍部の圧力によ

り例会は解散を余儀なくされました。しかし、東京

水曜クラブ、大阪金曜会、神戸木曜会など名前を変
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えて、非公式例会を続けることになります。戦前の

記録によりますと、名前を変えて例会を続けたク

ラブは全国に 18クラブあったそうです。そのよう

に、組織が壊滅しても戦時中例会が継続されてい

たのは驚きであり、これをどのように理解したら

良いのでしょうか。（ロータリー情報ハンドブック

参考） 

 日本のロータリーの創始者である米山梅吉さん

は『ロータリークラブというのは奉仕クラブでは

ない。ロータリークラブというのは親睦団体であ

る。異業種の智恵を集めて相和する親睦団体であ

る。その親睦の第 1 は自己研鑽である。肩の凝ら

ない親睦の中で自分というものを見い出し創造的

に自分を作っていくのである』と述べています。ま

さにその通りであり、そのような親睦の場を定期

的に保障するのは、毎週 1 回の例会の中にあるの

ではないでしょうか。最近のロータリーは、例会の

頻度が週 1 回から月 2 回まで緩和され、また、Ｅ

クラブというものも認められ、直接会員同士会う

ことが少なくなっています。 

数年前では国際協議会大会議場の入り口には、

『入りて学び、出でて奉仕せよ』という看板があっ

たそうですが今ではありません。ロータリーにお

いて例会の重要性が薄れてきているのかもしれま

せん。ロータリーの例会が人生の道場であるとい

う言葉も忘れ去られているのかもしれません。 

 それでは、ロータリークラブとはどのような人

物の集まりであるかというと、 

第 1・各方面の知恵袋とおぼしき人間が会員の中に

大勢います 

第 2・地域のリーダー的存在となる人間が集まって

いる 

第 3・人生において成功した素晴らしい人がいます 

第 4・仕事に対して高い倫理基準を持っています 

第 5・優しい気配りの心に満ちあふれた人がいます 

第 6・会員の多様性を受け入れ人間としてあくまで

も対等であると強い自覚を持っています 

第 7・社会奉仕活動に魅力を感じ、そして実行して

いる人たちです 

ロータリーは、そのような素晴らしい人間の集

まりであると思っています。また信じています。そ

のような会員が通常週 1 回定期的に集まることが

できます。その人生を凝縮したような例会につい

て語った日本のパストガバナーの文献を通して、

今一度ロータリーの例会の重要性を再確認したい

と思います。 

その 1、ロータリーで大事なことは、例会や活動の

中で地域の色々な職業のリーダーである人たちや、

立派な尊敬に値する異業種の方々と交流する中で、

自分の教養を高め人格を高め立派な職業人となっ

ていくことである。ロータリーは人を作る団体で

ある。 

その 2、土地土地の一流の方々、そして指導者と週

1 回顔を合わせて話し合えるそんな会合は他にあ

りません。 

その 3、立場の違う友人からの意見なり体験なりが

必ず入ってくる。そこから得られるものは真に大

なるものである。 

その 4、体験を分かち合えば、自分自身をさらに豊

かにする。 

その 5、立派な資料の宝庫が例会である。これを生

かしていけるのがロータリアンの特権である。 

その 6、例会において、親しい関係となり、地域ト

ップの情報を交換し合うのは意義のあることであ

る。 

その 7、毎回例会で顔を合わせることによって、心

からの友情深めることが自然にできてくるもので

ある。 

その 8、例会はたった 1時間ですが、人生において

自らを作り直す、心を見つめなおす大事な時間で

ある。 

その 9、例会は、他のロータリアンの成功例や社会

においてリーダーとなる方法論を勉強する場であ

り、事業をすることの素晴らしさ、また社会に貢献

する大切さを学ぶところである。 

その 10、専門家あるいは実業家の最大の資産の一

つはその友人であることを理解し、また友情を通

じて得られたものは妥当なものであることを理解

すべきである。（ロータリー道徳律の第 7条） 

以上のように、ロータリーの例会における『親睦

と友情』についての事柄がロータリーの魅力であ

り誇れるところでもあります。 

最後に、ロータリーは親睦と友情と友愛に始ま

り、奉仕活動が自然に生まれてくるものだと思わ

れます。気心の知れた真の友人を増やして語り合

い、そして知識を吸収し自分を磨き、仕事に社会に

役立てましょう。まずは、例会の出席がロータリア

ンとして一番価値のあることだと思います。  

 

 

表 彰 

ポールハリスフェロー      米山功労者 

大岩將道会員   金島弘会長     金島弘会長 

マルチ 5回目   マルチ 2回目     （第 3回） 
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クラブ協議会 13：40～ 

例会終了後、高橋 G補佐をリーダーに迎え、第 3回

クラブ協議会が開催されました。 

（小委員会委員長の活動計画発表） 

【出席報告】 

会員総数４０名 出席計算３６名  

出席：２7 名   欠席：9名  出席率７5．00％ 

欠席者 青野君・石毛(英)君・木曽君・村田君 

信太君・須永君・鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 

8/21 銚子東 RC 石毛君・宮内(龍)君・高橋君 

8/21 両Ｒ合同スポーツ大会(参加 10 名)  

金島君・上総君・小林君・神津君・宮内(龍)君 

永澤君・櫻井(公)君・副島君・寺内君・常世田君 

8/25 米山委員長セミナー 青野君 

8/25 増強セミナー 金島君・上総君・信太君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 21日（火）18 時～銚子ボウルにて開催 

銚子 RC9 名・銚子東 RC １１名参加 

 

 

『懇親会 甚作』 
＝団体優勝＝         ＝個人優勝＝ 

銚子東 RC         銚子 RC永澤信会員 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥92 ,060 

スモールコイン ￥ 2,100 計 ￥  7,431 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  6,901 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 50,100 

次週（９月５日）のプログラム 

ガバナー公式訪問合同例会 点鐘 12 時 30 分 

卓話：「伝統と未来～誇りと連帯感～」 

ガバナー 橋岡 久太郎様  （佐倉中央 RC） 
お弁当：膳 （幕の内） 

13：40～15：10 クラブ協議会 例会場 

全会員の出席をお願いします。 

今年度のクラブ活動計画書をご用意ください。 

16：00～懇親会 銚子プラザホテル７Ｆ 

 

 

 

 

銚子・銚子東 RC合同スポーツ大会 

 

 

 


