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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 

「銚子は津波に強い街なのか」 

千葉科学大学 危機管理学部 

航空技術危機管理学科 教授 戸田 和之様 

 

前回例会報告（１月２９日） 

銚子ＲＣ・銚子東ＲＣ合同例会 

犬吠埼ホテル 

点鐘（18：30）銚子東ＲＣ 大内 一恭会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介：      

ヤマサ醤油株式会社 

代表取締役会長 濱口 道雄 様(東京ＲＣ) 

米山奨学生 張徳昌様（世話クラブ：銚子東ＲＣ） 

会長挨拶 銚子東ＲＣ 大内 一恭会長 

皆様、今晩は。本日は

年に一度の銚子ロータ

リークラブ・銚子東ロー

タリークラブの合同例

会であります。日頃、銚

子ロータリークラブの

会員の皆様には公私と

も大変お世話になって

おります。特に金島会長

にはロータリー歴の浅い私に、折につけアドバ

イスを頂き本当に感謝しております。どうぞ宜

しくお願い致します。 

 本日はヤマサ醤油株式会社 代表取締役会長 

濱口道雄様をお招きしての「ロータリー百周年

と東京ロータリークラブ」と題しての卓話を頂

戴いたします。濱口会長どうぞ宜しくお願い致

します。 

 昨年、私が会長に就任してすぐに銚子ロータ

リークラブの淵岡会員に「来年の 1 月末に両ロ

ータリークラブの合同例会があります。その卓

話者として、是非濱口会長にお願いしたいと思

いますので、直接お伺いして頂けませんか？」と

お願いしました。淵岡さんより「会長から承認も

らえた」とお話を頂いた時、これで合同例会は成

功したものと同じとほっとしました。本当にお

忙しい中お引き受け頂いた会長と淵岡さんには

感謝いたします。 

 私ども銚子東ロータリークラブでは、2014-15

年度 石井会長の時、また 2016-17 年度 釜谷年

度、私が親睦委員長の時、東京ロータリークラブ

進行：長谷川弘ＳＡＡ

(銚子東ＲＣ) 
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に移動例会としてメーキャップいたしました。

例会場は以前私が勤務しておりました帝国ホテ

ルで、メーキャップ料が 5,000 円でした。メー

キャップ料からしてさすが東京ロータリークラ

ブだなと思いました。 

 今回、濱口会長は東京ロータリークラブの会

長ノミニーであり、100周年記念式典委員長とお

伺いしました。本当にタイムリーであり、興味深

いお話が聞けるものと楽しみにしております。

どうか会長宜しくお願い致します。 

 以上簡単ですが、合同例会の担当クラブの会

長挨拶とさせて頂きます。 

幹事報告 

【週報拝受】佐原香取ＲＣ 

1. ＲＬＩ 登録振込口座について 

2. 2019 年２月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝１１０円 

…ガバナー事務所 

3. 「ｲﾒｰｼﾞﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」拝受 

…地区広報・公共イメージ向上委員会 

4. 確定申告用寄附金領収証について 

…公益財団法人ロータリー財団 

【例会変更】 

佐原香取ＲＣ 

2月 11日（月）休会 定款第 8条第 1節（C）適用 

  16日（月）ＩＭ 佐原商工会議所 点鐘 14時 

  18日（月）休会 定款第 8条第 1節（b）適用 

旭ＲＣ 

2月 22日（金）夜間例会 点鐘 18時 30分 

小見川ＲＣ 

2月 16日（土）第 9グループＩＭ 点鐘 14時  

佐原商工会議所 

  20日（水）16日ＩＭの振替休会 

卓  話 

「ロータリー百周年と東京ロータリークラブ」 

ヤマサ醤油株式会社 

代表取締役会長 濱口 道雄 様（東京ＲＣ） 

東京ＲＣが来年、２０２０年１０月２０日を

もって創立１００周年を迎えます。 

今、「祝！１００周年原点に立てば未来が見える、

Participate!」を合言葉に創立１００周年をお

祝いするべく準備を進めています。 

しかし、それは取りも直さず日本のロータリー

１００周年でもあります。 

日本に初めてのロータリークラブを作ったのは

米山梅吉氏と福島喜三次氏の米国での出会いが

深くかかわっています。 

当時、福島氏は米国の三井物産の出先機関の責

任者をしていたそうでありますが、ダラスロー

タリークラブの熱心な会員でもありました。し

かし社命により帰国することになります。福島

氏は帰国に際してダラスロータリークラブの会

員から日本にもロータリークラブを作るように

勧められ、ＲＩから東京にロータリークラブを

作るため、特別代表を委嘱されました。福島氏は

大正９年１月に帰国して三井物産の副支配人に

就任しますが、日本でロータリークラブを創立

するための会員を集めるのは簡単なことではな

いと考え、ダラスに駐在していたときに会った

ことのある三井銀行常務取締役の米山梅吉氏に

設立のための全権を委任しました。福島氏から

依頼を受けた米山氏は、１０月２０日には２４

名の会員を以て設立総会の開催にこぎつけまし

た。当時の例会の場所は今でも丸の内にある銀

行クラブ、このころはロータリーの規則は必ず

しも週一回ではなかったので、月一回第二水曜

日に例会を行っていました。 

太平洋戦争中は東京ロータリーも東京水曜倶楽

部という名前の組織に変えました。戦後ＲＩに

復帰したのは昭和２４年３月であります。 

私は１００周年のときの年度の会長という大役

を仰せつかりました。百周年につきましては既

に２０１４年に百周年準備委員会が発足してお

り、それ以来準備を進めています。 

東京ＲＩの昨年末現在の会員数は３３６名で

す。、毎年少なくとも２０人以上の新会員を入れ

ないと会員数を維持できません。女性会員につ

きましては、２０１４年に初めて女性会員をお

迎えしました。女性会員の現在数は５名でまだ

まだ少ない現状です。 

例会には大体いつも外国からのお客様がいらっ

しゃいます。例会では外国人会員と海外からの

お客様のために常に同時通訳を入れております。 

当クラブの百周年準備委員会とは別に「日本の

ロータリー１００周年実行委員会」という組織

があり、１００周年に向けてさまざまな取り組

みを考えておられます。そのひとつとして「東

京ＲＩ創立そして日本のロータリー１００周年

を祝う鐘」というものをこの委員会と東京ロー
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タリーが費用折半で製作し、国内全３４地区に

お配りしました。これは基本的にガバナー訪問

の際に例会で点鐘することによって、ロータリ

ーの全会員に百周年を認識していただき、これ

をお祝いしてもらおう、という趣旨でありま

す。地区内の全クラブで点鐘して頂き、最終的

には１００周年記念祝賀会の会場に３４個の鐘

を集約させようというものです。この鐘が貴ク

ラブに回ってきたときには是非高らかに鐘をな

らしていただき、百周年をお祝いしていただき

たいと存じます。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

進行：銚子東 RC 

       中川進親睦委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶 金島 弘会長        乾杯            

宮内秀章副会長 

 

 

❀新入会員紹介（2018.1 以降入会） 

淵岡  彰介会員  2018/2/21 入会      

須永  清彦会員  2018/3/28 入会 

山崎  芳樹会員  2018/5/30 入会      

常世田 祐一会員  2018/5/30 入会 

村田    等会員  2018/6/ 6 入会      

米岡    孝会員  2018/10/3 入会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇  親  会       １９：３０～ 
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バイラオーラ：淵岡ひとみさん（淵岡会員奥様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会挨拶 銚子東ＲＣ宮内勝利副会長 

 

 

 

 

 

【出席報告】 合同例会 １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】 

1/24 波崎ＲＣ 

宮内（清）君・宮内（秀）君・田中君・寺内君 

2/2 補助金セミナー 神津君・宮内（龍）君・寺内君 

2/2～3 ＲＹＬＡセミナー 小林君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ ― 計 ￥331,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 29,712 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 31,021 

希望の風 ￥ ―  計 ￥176,350 

次週（2 月 13日）のプログラム 

㈱大和 三谷大和スポーツジム 三谷 大和様 

                お弁当：黄鶴（中華） 

※例会終了後、第 5回クラブ協議会開催 

 

 

 


