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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  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

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/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

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 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「職業と私」 村田 等会員 

前回例会報告（１２月４日） 
点鐘：宮内 秀章会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

米山奨学生ウィーラッペルマヴィクムデルシャン様 

会長挨拶 
皆さん、こんにちは。本日、吉原祐真さんが銚子

ロータリークラブにご入会下さいました。是非、ロ

ータリー精神に則りその若さとパワーで十分活動

を楽しんで頂きたいと思います。 

そして米山奨学生のウィー・ラッペルマ・ヴィク

ム・デルシャンさん、ようこそお越しいただきまし

た。後ほど、挨拶の方お願い致します。 

先週からの活動報告です。 

２９日（金）第８グループ会長幹事会に出席し、来

年の３月８日（日）に行われますＩＭについて話し

合って参りました。詳しいスケジュール等決まり

次第みなさんに改めてご案内致しますので出席の

方よろしくお願い致します。 

続いて、昨日３日、千葉科学大学にてローターア

クトクラブの例会が行われました。当クラブより、

櫻井会員、寺内幹事の出席をいただきました。あり

がとうございました。 

さて、今月は疾病予防と治療月間であります。 

最近よく耳にする言葉に健康寿命という言葉が

あります。この健康寿命とは、「健康上の問題で日

常生活が制限されることなく生活できる期間」と

定義されています。この寿命を伸すためにも睡眠・

食事・運動はもちろんですが、趣味をもつことがと

ても大切なようです。趣味を持つことで、身体を動

かしたり考えて脳を動かしてみる、また、人との交

流から沢山の仲間ができ孤立を防いでくれます。

我々の身近なところでもゴルフ、自転車、将棋、盆

栽など沢山あると思います。 

本日の卓話も宮内龍雄会員の趣味である刀の話

であります。きっと普段より生き生きとお話しさ

れるのではないかと私も楽しみにしております。

やはり自分の好きなことに没頭することは、健康

にも良い影響を与えてくれるということです。 

もしまだ趣味が見つからないという方は、多部田

会員の教室でフラダンスに挑戦してみるのも良い

のではないでしょうか。きっと健康寿命を伸ばす

一助となってくれると思います。 

いずれに致しましても、銚子クラブ会員皆さんの

笑顔が絶えず、いつまでも元気であることを願っ

ております。ありがとうございました。 

第６回定例理事会報告 
１）１２月１月２月例会プログラムの件 …承認 

２）クリスマス例会での募金の件    …承認 

３）合同例会の件           …承認            

４）地区大会予算案の件        …承認 

５）2019-20年度 7月～10月会計報告の件…承認 

６）下期会費の件           …承認 

７）吉原新入会員カウンセラー・所属委員会の件 

…承認 カウンセラー：宮内龍雄会員に決定 

    所属：親睦活動委員会 

幹事報告 
【週報拝受】館山ＲＣ、銚子東ＲＣ 
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1. 財団室 NEWS 2019年 12月号 

2. 2019年 12月のﾛ-ﾀﾘｰﾚｰﾄ １ドル＝108円 

3. 2019 学年度米山記念奨学生およびｶｳﾝｾﾗｰ新年

懇談会のご案内 

4. 2019年 12月疾病予防と治療月間リソース 

…ガバナー事務所 

5. 次年度クラブ情報ご提供のお願い 

…ガバナーエレクト事務所 

6. ローターアクト三ヵ国交流会のご案内 

…地区ＲＡＣ委員会 

7. 2018-19年度事業報告 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

8. 2018 年事業報告書の送付と基金へのご寄付の

お願い 

…一般財団法人比国育英会バギオ基金 

9. 第４０回銚子市民バザール大会報告会の結果

について 

…銚子市社会福祉協議会 

10. 親和会新年会のご案内 

…千葉科学大学 

11. 令和２年銚子商工会議所賀詞交歓会開催のご

案内 

…銚子商工会議所 

【例会変更】 

成田空港南ＲＣ 

12月 12日(水)夜間移動例会 成田ビューホテル 

クリスマスファミリー会 点鐘18時 

26日(水)休会 

佐原香取ＲＣ 

12月 9日(月)振替休会→14日(土)19時吉庭  

クリスマス家族例会 

旭ＲＣ 

12 月 20 日(金)振替休会→24 日(火)クリスマス家

族会へ振替八日市場ＲＣと合同 

点鐘 18時 黄鶴 

   27日(金)定款第 7条第 1節(ｄ)により休会 

1月 3日(金)定款第 7条第 1節(ｄ)により休会  

銚子東ＲＣ 

12月 24日(火)振替休会→22日(日)年末家族会 

ニュー大新 点鐘 18時 30分 

   31 日(火)定款第 7 条第 1 節(ⅾ)により休会

(年末) 

会員の記念日  
お誕生日おめでとうございます。 

 

 

宮内 龍雄会員 

（12月４日) 

 

結婚記念日 宮内 龍雄会員(11月 30日) 

創業記念日 淵岡 彰介会員(11月 29日) 

上総 泰茂会員(12月 1日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧宮内龍雄会員 

本日、誕生祝・結婚記念日ありがとうございま

す。その他発表有り、卓話有り、出たり入ったり

します。よろしくお願い申し上げます。 

✧田中英子会員 

去る 12/1(日)に 25 年ぶりに、ともに６戦全勝

の早稲田vs明治が関東大学ラグビー対抗戦の優

勝をかけて秩父宮ラグビー場で伝統の一戦行わ

れました。ラグビー場は紫紺の旗でうめつくさ

れ、私は悲鳴のような声援を送り、見事 36-7で

明治が早稲田に快勝し、全勝優勝致しました。ラ

グビーイヤーをしめくくるにふさわしい素晴ら

しい１日となりました。 

卓  話  

「 刀  面白話 」   宮内 龍雄会員 
刀についての

卓話はこれで三

回目になります。

前回は五年前の

2014 年（平成 16

年）の三月にお話

をさせて頂きま

した。今回は「刀 

面白話」として、

個々の刀（太刀）

の来歴やエピソ

ードなど、興味深い話をしたいと思います。 

そもそも名刀とは、刀自体が名工により鍛えら

れ、他のものより優れているのはもちろんです

が、誰が所持していたか、どの様に伝えられてき

たが最も重要な部分になります。 

先日、天皇陛下がご即位されたときに、「剣璽等

承継の儀」で登場する剣璽、すなわち草薙の剣で

すが、新天皇の即位に時、絶対に欠かすことので

きない、三種の神器の内の一つで

す。草薙の剣（天叢雲の剣とも呼

ぶ）は天皇家の専有物ありませ

ん。神璽、天照大神より始まる、

天孫の末裔としてのステイタス

シンボルとして位置づけられ、普段は熱田神宮

にご神体として安置されています。 

しかしながら、皆様ご存じの様に、草薙の剣は源

平争乱の時（1185）、壇ノ浦で幼い安徳天皇と一

緒に沈められてしました。ですから現在、天皇陛
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下のお側にある草薙の剣は、偽物です。聞くとこ

ろによると、現在の草薙の剣は、平安時代末期の

刀工で「豊後行平」らしいです。何年か前に熱田

神宮に行って草薙の剣を見せて下さいと言った

私が馬鹿でした。 

私の好きな刀の中で、「左文字」又は「義元左文

字」呼ばれている刀があります。 

南北朝時代の筑前（九州 

福岡県地方）の刀工で、

「左」左衛門三郎の略と

言われています。「義元左

文字」は、初め戦国大名の

三好宗三の愛刀で、武田信玄の父親の信虎に贈

られ、信虎の娘（信玄の兄妹）が今川義元との婚

礼で、引き出物として贈られ

ました。桶狭間の戦いで、義元

の佩刀であったこの刀を手に

収めた信長が、戦勝記念とし

て「義元討捕刻彼所持刀・永禄

三年五月十九日」「織田尾張守

信長」と金象嵌を刻みました。 

さらに本能寺の変後、豊臣秀

頼の手に渡り、秀頼から徳川

家康に贈り、将軍家代々の重宝となりましたが、

惜しくも明暦の大火で、焼けてしまいました。現

在は再刀（再焼き入れ）されたものが、信長を祀

る京都の建勲神社に奉納され今日に至っていま

す。富山県富山市の墨水美術館で展示されたと

き、飛行機で富山空港まで行って見て来ました。 

さらにこの刀について、もう一話、本能寺の変の

時、信長が側近の森蘭丸に「敵は誰か」と聞き、

森蘭は「敵の旗印は紫桔梗で御座ります」と返答

しました。紫桔梗の旗印は明智光秀の紋所です。

信長はそれを聞き、「是非に及ばず」と一言、言

い放ち、手傷を追うまで戦い、炎の中で自刃しま

した。その夜の本能寺で信長の夜伽をしていた、

京都吉田神社の神官の娘にこの「義元左文字」を

託し、この刀を持って、落ち延びろと命じまし

た。この史話を読んだとき、私は信長が、26 歳

の時、2000名足らずの兵をもって、今川軍25000

の大軍の中に突撃をし、そして勝利を勝ち取っ

た時の心の有り方や、48 歳で本能寺に倒れるま

での二十数年間をこの刀に刻んだ、「義元討捕刻

彼所持刀・永禄三年五月十九日」の文字を見続け

ていたのではないかと思うと心が震える思いが

します。本当の名刀です。 

次の刀も、信長に関わるはなしですが、「長篠一

文字」（国宝）備前一文字の太刀です。天正三年

二月（1575 年）武田勝頼は二万の軍勢もって、

奥平信昌以下 500 名の将兵で守る長篠城を取り

囲み、猛攻とともに糧道を断って食糧攻めにし

ます。そこで援軍を

要請するために、敵

の包囲を破って脱

出し、織田・徳川よ

り援軍の応諾をも

らい、帰途武田方に

つかまり、城門前で磔にされた、鳥居強右衛門勝

高の話は、皆さんもよくご存知だと思います。忽

ち織田・徳川の連合軍が来援し、信昌も城門を開

いて突撃し、勝頼軍を挟み討ちにして、大勝利を

得て、武田家滅亡の起点となりました。 

戦後、信長は長篠の戦での武功の一番手は、奥平

信昌とし、数々の恩賞を与えました。その第一が

備前福岡一文字在銘の太刀でした。鎌倉時代中

期の備前福岡一文字最盛期における最高傑作と

言われる一振りです。ちなみに「長篠一文字」は

個人蔵ですので、滅多に見ることが出来ません。

この 9 月に、滋賀県琵琶湖畔に在る佐川美術館

に展示されました。勿論飛んで見に行きました。

こんな私でも、心が折れそうになる事が有りま

す。そんな時、この太刀の写真を見て心を奮い立

たせます。 

最後に「名物大典太光世」（国宝）です。前田家

百万石の粗、前田利

家の愛刀であり、前

田家の三種の神器的

存在です。 

数年前、佐藤直子会

員が親睦委員長の時

の親睦旅行で、金沢城を訪れました。たまたま、

門外不出のこの太刀が金沢新幹線の開通を記念

し、前田家の特別の計らいで、「前田家の至宝」

展で、見ることが出来るとの話を聞きつけまし

た。皆さんは開館したての、金沢県立美術館を見

学しましたが、私一人で、この太刀を見に行きま

した。「名物大典太光世」は、平安時代末期の九

州三池の光世という刀工が鍛えたものです。足

利将軍家の重宝で有り、足利尊氏以来十三代の

長きにわたって伝承されたもので、最後の将軍

足利義昭が豊臣秀吉に贈られました。世に名高

い、一期一振吉光、数珠丸恒次、三日月宗近、童

子切安綱とともに、「天下五剣」と称されたほど

の名刀です。 

「名物大典太光世」を何としても欲しい利家は、

秀吉から巻き上げる方策を考え、実行に移しま

す。自分の娘が、得体の知れない重病かかったこ

とにし、この太刀を秀吉から借り受けて、「娘の

枕元におい所、たちまちに病気が快癒した」と礼

を言ってかえします。返してすぐ娘の病気が再
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発したとして、また借ります。同じことを三度も

繰り返し、とうとう秀吉から巻き上げることに

成功しました。 

それ以来、前田家では、「鳥とまらずの蔵」に注

連縄を張って、毎年一度、日を決めて代々の当主

が自ら手入れをし、他のものは、触れることも、

見ることも許されませんでした。昭和三十二年

度において、「名物大典太光世」が国宝に指定さ

れたとき、審議会からの申し出を前田家が拒絶

しました。そこで文部省は実物がない為、仕方な

く写真だけの審議で指定せざるを得ないほどで

した。 

また、徳川家康の愛刀で、同じ三池光世作の「ソ

ハヤノツルキ」があります。家康が臨終の際、「西

国、いまだ定まらず、この太刀の切っ先を西方に

向け置け」と遺言しまた。「ソハヤノツルキ」は、

静岡久能山東照宮にご神体として、西に向けて

鎮座しています。250 年後薩長土肥の西国雄藩

が徳川幕府を崩壊させたことを思うと、家康の

偉大さが分かります。 

まだまだ沢山有りますが、字数になりました。 

ご清聴ありがとうございました。 

米山奨学金交付 

 

 

 

 

 

入会式 
吉原 祐真会員 

事業所㈱大銚子 取締役 

職業分類：損害保険 

ｶｳﾝｾﾗｰ：宮内龍雄会員 

所属：親睦活動委員会 

 

 

 

細則変更 
銚子ロータリークラブ細則第１７条改正に基づき、

本例会にて諮ったところ全員一致で承認。 

なお、改正の概略は以下の通り。 

第 ５条  会 合 第１節 年次総会 

第１２条 出席義務規定免除 

第１４条 会員選挙の方法 

 

第６３回年次総会 

定足数確認：会員４１名 出席２８名 

会員総数の３分の１をもって成立 

（細則第５条第３節） 

寺内忠正幹事総会成立確定報告 

次年度役員選出の件 

宮内龍雄指名委員 指名報告 

（定款第７条第２節・細則第５条第１節） 

２０２０―２１年度 

会 長：田中 英子 

副会長：石毛  充 

理 事：宮内龍雄・櫻井公恵・信太秀紀 

須永清彦・松本恭一 

宮内秀章(直前会長） 

幹 事：髙瀬幸雄 

会 計：常世田祐一 
 

委員会報告 

金島弘クラブ研修・情報委員長 

 

 
ロータリーの友 

１２月号の紹介 

 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３５名  

出席２８名  欠席７名 出席率８０．００％ 

欠席者：木曽君・村田君・信太君・島田君 

鈴木君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

12/3ＲＡＣ例会 櫻井(公)君・寺内君 

12/6出前教室（6中） 

宮内(秀)君・大里君・信太君・寺内君 

12/7米山忘年会 髙瀬君・寺内君 

12/10八日市場ＲＣ 宮内(秀)君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 8,010 計 ￥321,010 

スモールコイン ￥ 2,600 計 ￥ 23,570 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 24,500 

希望の風 ￥26,000 計 ￥146,000 

次週（１２月１８日）のプログラム 

夜間移動例会 クリスマス家族親睦会 

点鐘 18時 太陽の里 

送迎バス 

銚子市役所  17：20 

銚子駅丸通🅿17：30出発です。 

 

 

 


