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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   田 中 英 子 

副会長   石 毛   充 

幹  事   髙 瀬 幸 雄 

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/ 

2020-2021年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは機会の扉を開く 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 

 

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 

ガバナー漆原 摂子 (勝浦RC)  

広報・会報委員会   

委員長  金島   弘  

副委員長 大岩 將道  委 員 上総 泰茂 
  

 
 

今週のプログラム 

ＤVD鑑賞  

「水漫々の… 米山梅吉 その生涯」   

前回例会報告（４月１４日） 

点 鐘：田中 英子会長 

ロータリーソング：我等の生業 

四つのテスト唱和 

ビジターなし 

会長挨拶 
4 月 9 日（金）16：00 より、春の全国交通安

全運動の一環として、銚子大橋交差点にて、薄暮

時街頭監視を行いました。当日は 8 名の会員に

ご参加頂きました。ご参加くださいました皆様、

お忙しいところありがとうございました。 

翌日 4月 10日（土）には、三井ガーデンホテ

ル千葉にて、「2021学年度ロータリー米山記念奨

学金 カウンセラー・米山奨学生・指導教員オリ

エンテーション」が実施されました。当クラブか

らはカウンセラーの大里忠弘会員に、米山奨学

生のショハーン君、そして、ショハーン君の指導

教員である千葉科学大学 危機管理学部の船倉

武夫教授にもご参加頂きました。コロナ禍の中、

遠方までお疲れ様でした。 

ちなみに、今年度当地区では、新規奨学生 21

名、継続奨学生 8名、合計 29名のロータリー米

山記念奨学生を迎えることができました。ショ

ハーン君は継続奨学生として、もう 1 年、健康

に気をつけて、頑張って頂きたいと思います。 

さて、今年はあっという間に桜の時期も終わ

り、新緑の季節に移りつつあります。巷では一向

にコロナウイルス感染者が減る様子もなく、緊

急事態宣言が解除になったにもかかわらず、大

阪をはじめ 6 都道府県にまん延防止等重点措置

が適用される事態となっています。 

一方で、医療関係者に続き、65歳以上の新型

コロナウイルスワクチン接種が始まりました。

と言っても、医療関係者へのワクチン接種が

100％ではないのが現実です。4 月 13 日現在、

国・地域別の 100 人当たりの接種完了人数を比

べてみると、1位のイスラエル 54.53人に比べ、

日本は0.44人と世界でだいぶ遅れをとっていま

す。1日も早いワクチン接種完了と、馬場会員の

歓迎会が開催できることを心より願っておりま

す。 

 ところで、先日行われたアメリカ男子ゴルフ

ツアーメジャー2021年初戦のマスターズで、松

山英樹が日本男子初の海外メジャー制覇を達成

しました。これは日本初だけでなく、アジア初の

快挙で、このニュースは、ゴルフに興味のない方

でもご存じかと思います。 

それがどれくらい凄いことなのか、ご覧にな

っていた方もいらっしゃるかと思いますが、そ
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れは 4月 12日朝の中継でのことです。最終日の

１８番ホール、松山英樹がウィニングパットを

沈めた瞬間、ベテランアナウンサーは声を震わ

せながら「松山英樹、マスターズを勝ちました！

ついに日本人がグリーンジャケットに袖を通し

ます。日本人が招待を受けて８５年。ついに、つ

いに世界の頂点に松山が立ってくれました。」と

伝えると、しばらく言葉が出ず、55 秒の沈黙の

後、「10年の道のりは決して平たんではありませ

んでした。」と涙声になり、放送席で右隣に座る

解説の中嶋常幸プロも「すみません…」と涙で言

葉が続かず、左隣の宮里優作プロも感極まり、

「もらい泣き実況」が話題となりました。 

松山選手が初めてマスターズに出場したのは

2012年。2011年当時、東北福祉大学に在学中だ

った松山選手は、東日本大震災の直後で出場す

るか悩んでいたところ、多くの方からの激励を

受け、マスターズに出場して今年で 10回目、そ

して、震災からちょうど 10年という節目の年に

あたります。そして、世の中がコロナ禍で閉塞感

を抱えている今、日本男子初のメジャー制覇は、

いろいろな意味で多くの人に勇気と喜びを与え

たに違いありません。 

また、欧米メディアからは、松山選手の活躍だ

けでなく、松山選手のキャディーを務めていた

早藤さんのある行動に、「マスターズの素晴らし

い瞬間を見た」と、賞賛の声が上がりました。そ

れは、松山選手が 18番ホールで勝利のパットを

決めた後、早藤さんはゆっくりとした足取りで

カップに向かい、手に持った黄色のピンを戻す

と、そのまま帽子をぬいでコースに向かって軽

く頭を下げました。日本国内の中学や高校のゴ

ルフ大会でも見られる光景だそうですが、この

早藤さんの行動が伝統と格式を重んじるマスタ

ーズファンの心をとらえたようです。世界一に

なったプレイだけでなく、何気ない所作で日本

人の素晴らしさが世界で認められたことは、同

じ日本人として大変誇りに思います。 

偉業を果たした松山選手に対し、米メディア

は、海外で活躍する、メジャーリーガーの大谷翔

平、テニスの大坂なおみ、フィギュアスケートの

羽生結弦とともに、「日本スポーツ界の最高階級

に到達」と称賛しています。今後とも、日本のア

スリートが世界を舞台に活躍することを楽しみ

にしています。 

 

 

 

幹事報告  

1. 次期クラブ会長に役立つ 3 つのステップ 

2. 地区研修・協議会についてお願い 

…ＲＩデータサービス部 

3. 風の便り Vol.6 No9(通刊 79号) 

4. コーディネーターニュース 2021年 5月号 

5. 記念ゴルフ大会の追加募集のご案内 

6. 「アフリカ平和コンサート」のご案内 

…ガバナー事務所 

7. 会長エレクト研修セミナー（個別配信）視聴

のご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

8. 継続奨学生資格確認について 

9. ハイライトよねやま２５３ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

10. 創立 70周年案内（5/15） 

…千葉 RC 

11. 創立 60周年記念式典のご案内 

…旭 RC 

12. 書面による定時総会のご案内・令和 3 年度年

会費納入について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

4月 27日（火）点鐘 18：30柿岡屋  

家庭集会のため 

 

会員の記念日   
創業記念日 高橋 宏明会員(4月 10日) 

       

ニコニコＢＯＸ  
✧ 金島 弘会員 

息子三兄弟がＢＳプレミアムで明日 4月 15日 

(木)12時 30分から 30分番組「日本ぶらり旅千

葉のスゴ腕」後半 7分位放映されますので良か

ったら見て下さい。 

 

✧櫻井 公恵会員 

春の交通安全運動ご参加くださったみなさま 

ありがとうございました。 

 

✧副島 賢治会員 

４/８(木)息子の小学校の入学式に出席しまし

た。私が、銚子 RCに入会したとき２歳だった

息子が立派に小学生になりました。 
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卓  話 

「猿田神社の絵馬」  猿田 正城会員 

１.絵馬―祈願、報賽、記念 

額型と掛け型 

四角と五角（関東） 

 

２.起源 

続日本紀（797－編集の史書） 

［雨乞い祈願は黒馬、晴天は白馬を献上］ 

皇都午睡（みやこのひるね） 

西沢一鳳著（1801～1852） 

神社仏閣に絵馬を納むるは、元神に神馬を献ぜ

しが、年に 1、2度の神事ならでは、数疋有りて

も益なかるべし。かれ、馬の絵を書かせし板を奉

納せしより絵馬と呼ぶなり。 

 

３.歴史 

奈良時代に神社で始まり、平安時代に寺院に及

ぶ。室町時代に馬以外の動物も。 

・安土桃山時代 

  武家絵―狩野派の絵 

  絵馬堂の出現（美術館） 

・江戸時代―浮世絵師の絵 

  個人の願い 眼病―めの字 

  浮気止め―心にカギの絵 

  武芸上達―木刀 

  海上安全―船の絵 

  絵馬売りの出現 

・明治・大正・昭和時代 

  社寺参拝記念 

・現在 

  絵馬掛けに小型で多様化 

  気象神社―下駄 

  箭弓稲荷神社―バット 

  猿田神社―龍の絵 

   猿田神社の龍 

（１）水戸黄門家臣奉納の絵馬 

（２）本殿、拝殿、宝物殿の彫刻と絵などから   

４.額型の絵馬  

平成８年県文化財実態調査報告 

銚子―１０１枚（神社２０枚） 

猿田神社３枚 

（１）鹿嶋新当流 宝暦３（1752） 

   銚子市最古 

   奉納 松岡兵庫助満重門弟 

   小説（無敗の剣聖 塚原ト伝）に登場 

（２）中臣千座御祓 天明元（1781） 

    絵－狩野探悦守清 

   奉納―江戸新橋 信田佐近 

 

（３）菅公砂上に文字数をふる 

    文政 5（1822） 

    絵―葛飾北斎 

   奉納―日本橋 松井氏 

       京橋 大久保氏 

５.菅公砂上に文字数ふる絵馬について 

   菅公の絵馬―県内 15（江戸 2，明治 13） 

   天神講が背景 

 （１）絵―北斎（1760～1849） 

    号―画狂人、卍など多数 

代表作―富岳三十六景の赤富士 

    埼玉県加須市天神社にも有り。 

    S50 上総博物館（房総の絵馬展） 

    S60 千葉そごう（房総のやしろ展） 

に出品された。 
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 （２）奉納者 

    江戸買物独案内 

    文政 5（1822）出版 

    早稲田大学図書館蔵 

    松井氏―松井信助 

        松井目薬 

    大久保氏―大久保三九郎 

    乾物問屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山功労者表彰 

第 3回功労者 宮内龍雄会員 

【出席報告】  

会員総数３６名 出席計算３２名  

出  席２４名 欠  席 ８名  

出席率 ７５．００％ 

欠席者： 宮内(秀)君・松本君・村田君 

佐藤君・寺内君・吉原君・鈴木君 

高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】   

4/13 銚子東ＲＣ 島田君（卓話） 

【ニコニコ】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥10,000 計 ￥517,500 

スモールコイン ￥ 2,400 計 ￥ 44,943 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 42,751 

希望の風 ￥ ― 計 ￥237,170 

次週（４月２８日）プログラム 

オンライン例会 

11：45～ Zｏｏｍ接続可  

12：30開会点鐘 

ロータリーソング「四つのテスト」 

会長挨拶 

会員の記念日の祝福 

幹事報告・委員会報告 

12：40卓 話 

「昨今の小学校事情―息子の入学式に出席してー」 

      副島 賢治会員 

      出席報告 

13：05 閉会点鐘 

                              

◎参加に必要な ID・パスワードは 

23日(金)メールでお知らせいたします。 

◎次週例会は、オンラインのみでの参加とな

ります。（昼食のご用意はございません。） 

 

 

 

 

 


