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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 

「記念写真について」 

大岩 將道会員 

 

前回例会報告（10月２４日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング： 

四つのテスト 

ビジターなし 

 

 

 

会長挨拶 
先週 17 日の例会

終了後、商工会議所

第 5会議室にて、今

年度第 1 回目のオ

リエンテーション

が開催されました。

松本クラブ研修情

報委員長、島田副委

員長、三年未満 永

澤会員、神津会員、淵岡会員、須永会員、常世田会

員、山崎会員、村田会員、米岡会員 8名と、高橋

ガバナー補佐、石毛補佐幹事と私とで総勢 13名の

参加を頂き、松本委員長にロータリーの歴史を説

明して頂きました。1972年に 89名より分離して、

銚子東 RC 創立に 33 名が移籍して、銚子クラブは

56 名でスタートして、現在 41 名でさらなる増強

をしたいと思います。 

 ロータリーデーとして市川ろうそく能の案内が

我クラブ女性会員のもとへ届き、あまり見る機会

が無いので車 1 台で乗れる 6 名のチケットを購入

して、10月 20日銚子を 10時に出発して、市川市

文化会館に向かう途中昼食をとり、14 時 20 分に

到着して、15時から狂言【叔母ヶ酒】野村万之丞、

能【菊慈童】九世橋岡久太郎ガバナーが演じまし

た。クラブ公式訪問の時の声も元に戻り美声が聞

け、素晴らしい演技でした。 

 能「菊慈童」あらすじ 

 魏の文帝の時代に酈縣山（れっけんざん）の麓か

ら霊水が湧き出たと聞き、その源流を探りに来た

勅使が、山中の庵で不思議な少年と出会います。勅

使が名を尋ねると、少年は、自分は慈童という者

で、周の穆王（ぼくおう）に仕えたと答えます。周

の穆王と言えば、

700 年もの昔で

す。勅使がますま

す怪しんで少年

を問い詰めると、

慈童は賜った皇

帝直筆の句が入

った枕を勅使に

見せ、その有難さ

に勅使は感銘を受け、二人でその言葉を唱え味わ

うのでした。慈童は、自分がその句を菊の葉に写し

たところ、葉に結ぶ露が不老不死の霊水となり、そ

れを飲み続けたので700歳にもなったのだと語り、

喜びの楽を舞います。慈童は、その露の滴りが谷に

淵を作り、霊水が湧いていると語り、帝に長寿を捧

げ、末永い繁栄を祈念して勅使らとともに霊水を

酒として酌み交わし、慈童は山中に消え去ってい

きます。 

本日のソングリーダー

小林昭弘会員 
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幹事報告  
1.ｽﾘﾗﾝｶｾﾐﾅｰ開催のご案内 

2.ﾛｰﾀﾘｰの友「ｸﾗﾌﾞを訪ねて」 

ｴﾝﾄﾘｰ御礼  

…ガバナー事務所 

3.第 39回銚子市民バザール大会

報告会の開催について 

…銚子市社会福祉協議会 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

11月 15日（木）・29日（木）休会  

会員の記念日   

入会記念日 神津 裕之会員（10月 19日） 

創業記念日 石毛 英俊会員（10月 22日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧阿天坊俊明会員 

いつも銚子商野球部に応援ありがとうございま

す。今日卓話をさせて戴きます。 

卓  話 

「なぜ甲子園をめざすのか」 

阿天坊 俊明会員 

常日頃、銚子商業野球部に対して応援ありがと

うございます。この場を借りて厚く御礼申し上げ

ます。 

今回金島会長より講話の話を頂き、実のところ

私はプログラム委員なので当たり前のことだと思

いお受けいたしました。 

今年の夏、甲子園大会１００回記念としてＮＨ

Ｋ古館伊知郎さんの珍しい名前ベストナインに選

ばれ放映されました。これはまさしく甲子園出場

の賜物です。昭和４０年の時も野球でベストナイ

ンに選ばれました。 

実は銚子商業は春８回、夏１２回計２０回甲子園

出場し優勝１回、準優勝２回で千葉県１位の出場

回数であります。 

甲子園を目指したのは監督・選手ばかりではあ

りませんでした。 

昭和３７年当時の島田市長と銚商会後援会長の鎌

倉きんさんと大洋教習所の澤田さんと３人で話し

合い、銚子の活性化は甲子園出場にある。というこ

とで銚子１中の齋藤先生を銚商の監督へ、銚子３

中の矢部先生を市立銚子の監督へと送りました。

齋藤先生はすぐに結果を出し、昭和３８年夏の甲

子園大会ではベスト８まで進め、田中選手は南海

に入団しました。私は昭和３８年に入部し、入部当

初７０人でしたが、１ケ月で半分になり、２年生の

時には１５人になってしまいました。３年生チー

ムの時にはとうとう７人になってしまいました。 

退部した生徒は軟式やラグビー部や陸上部へと移

りそれぞれの部を強くしていきました。 

先輩からは「甲子園は人生を変えさせてくれる場

所だから絶対に甲子園に行け」と言われました。昭

和３８年夏の大会は勝浦さんがエースとして、そ

して木樽がファーストとして出場し、ベスト８ま

で残りました。翌３９年も２人を起用して臨みま

したが、勝浦さん、木樽ともケガをしてしまい、県

大会は２回戦東金商業に負けてしまいました。負

けた後の夏の練習はとても厳しいものでした。コ

ーチとしてノックに定評にある前監督の篠原さん

を迎えました。新チームを作る時、齋藤監督に「９

人のうち銚子１中出身者が４人以上いる事が甲子

園出場の道だ。」と言われ、銚子１中出身の高野、

伊豆を入部させました。秋の大会ではエース木樽、

高野、伊豆、田中（２年生）の銚子１中出身者と一

緒に大会に臨み、決勝で銚子商・齋藤監督対市立銚

子矢部監督の戦いになり、銚子商は負けました。市

立銚子は関東大会に進みましたが、農大二高に負

け選抜には行けませんでした。その後の練習も増

して厳しいものでした。特に夏の大会前の３泊４

日の合宿は３回行い、朝５時に起床し、学校前の坂

道をコーチが乗った自転車を坂下から押して駆け

上がるという野球とは無縁の練習を１日に５～１

０回も往復しました。手、脚、腰はもうパンパンに

なりましたが甲子園への道と信じて頑張りました。

自分たちの伝統を作ろうと頭を５厘にして夏の大

会に励みました。ライバル習志野の左投手対策の

ため、駒澤大学のエース伊藤さんにもバッディン

グ投手をして頂き、その甲斐あって習志野を負か

し、東関東大会へと進みました。あの当時は千葉県

1校の出場ではなく、千葉県と茨城県での勝ち抜き

で 1校のみの出場という狭き門でした。 

1 回戦で土浦三高に 8 回まで２対１で負けていま

したが、私がヒットをし、２塁へ盗塁し、３塁へは

監督のサイン無しで走ってはいけなかったので監

督へ自らサインを求め、盗塁し、タイムを要求し

て、４番木樽に「あの自転車おっぺしの苦しさを考

えたら外野フライくらいは簡単だろう」と声を掛

けました。彼は「わかった」と一言。そして２ラン

を打ち勝利しました。日立一高に勝利し、甲子園出

場を決めました。甲子園出場が決まった時、これで
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京都見物に行ける！野球部は練習があり京都への

修学旅行に行けなかったので甲子園出場したら旅

行ができたのです。甲子園１回戦京都商、２回戦帯

広３条。３回戦丸子実業、４回戦高鍋、５回戦三池

工業でした。決勝の前の日、小学校から共にやって

きた下田と「いよいよ決勝だな。２人で夢を見てき

た甲子園決勝だな。」と会話しました。しかし翌日

彼はベンチから外されてしまいました。来年の新

チームの事を考えたのでしょうか。残念でしかた

ありませんでした。彼の守るはずだった所にボー

ルが落ち、それが決勝点となり、三池工業に敗れ準

優勝で終りました。翌日からは楽しみにしていた

旅行のはずでしたがそれどころではありませんで

した。甲子園準優勝ですから、千葉県庁からオープ

ンカーでのパレードがあり１２６号線を千葉、東

金、成東、旭、銚子へと帰宅したのは夜中の１２時

を過ぎていました。 

今年の金足農業フィーバー以上に県民市民の方々

の盛り上がりはすごかったです。家の前にはサイ

ンを求める子供たちがいて、全国からファンレタ

ーが段ボールいっぱいに送られてきました。 

 その年、初めてプロドラフト制度があり、私は南

海に２位指名されましたが、憧れの長嶋先輩の出

身校立教大学へ進みました。プロではなく６大学

野球を選びました。１年生からレギュラーになり

リーグ戦で優勝をして、池袋でのちょうちんパレ

ードも経験しました。大学卒業後新日鉄室蘭へと

進みました。 

 その後の銚子商業は昭和４９年夏の大会で土屋

投手（中日）、篠塚選手（巨人）を擁して優勝する

ことができ、一躍銚子商業の名を全国へ轟かせま

した。 

 私は甲子園に出場し活躍することで人生が変わ

り、自分を導いてくれるものだと実感をしてきま

した。また多くの県民、市民そして学校や家族の応

援があったからこそ今日の銚子商業野球部があり、

甲子園出場の原動力だと実感しています。銚子を

活性化するためにも、これからも銚子商業野球部

を甲子園へと導くための手助けができれば良いと

考えております。今後とも銚子商業野球部への応

援をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポールハリスフェロー表彰  

 

 

委員会報告 

田中英子社会奉仕委員長 

駅前花壇 花植えのお知らせ 
日 時：１０月３０日（火）午前９時～  

場 所：銚子駅前ロータリー 

※ＭＵ対象です。是非ご参加下さい。 

 

 

【出席報告】 

会員総数４1 名 出席計算３９名  

出 席：28名  欠 席： １１名  出席率７１．７９％ 

欠席者：青野君・石毛（英）君・村田君・永澤君・ 

大岩君・大里君・高瀬君・鈴木君 

高橋宏明君・富永君・山崎君 

【Ｍ Ｕ】 

10/27地区大会 1日目  

金島君・櫻井（公）君・高橋宏資君 

10/28 地区大会２日目  全員登録１００％ 
10/30銚子東 RC 大岩君 

10/30花植え（参加 9名） 

金島君・小林君・神津君・永澤君・大岩君・大里君 

櫻井(公)君・副島君・田中君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 
 

 

ニコニコ BOX ￥3,000 計 ￥176,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 16,164 

米山 BOX ￥2,441 計 ￥ 18,086 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 99,150 

次週（１１月７日）のプログラム 

「ロータリー財団月間に因んで」 

地区グローバルプロジェクト委員会 

諸岡 市郎左衛門様 （成田 RC） 

お弁当： 膳 （幕の内） 

 

 

 

 

上総泰茂会員 桜井広和会員  猿田正城会員 

マルチ３回目  マルチ２回目    マルチ８回目 
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 ＲＩＤ２７９０ 

2018-19 年度 地区大会 

第 1日目 10月 27日（土）ホテルザ・マンハッタン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2日目 ２８日（日）ホテルニューオータニ幕張 

 

 

 

 

 

 

 

 

石毛充君・石毛（英）君・金島君・上総君・小林君 

神津君・松本君・宮内（龍）君・宮内（秀）君・大里君 

櫻井（公）君・島田君・副島君・高橋宏資君・高瀬君 

田中君・寺内君・須永君・常世田君 （参加 1９名） 

 

 

 

             

 

 

 1日目より参加 高橋ＡＧ・会長・幹事 

 

 

 

 

 

 

橋岡久太郎ガバナー 

 

 

 

 

 

 

特別講演          記念講演 

阿部 志郎氏       村田 吉弘氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念演奏会 千葉女子高オーケストラ部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


