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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 

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 

 

前回例会報告（４月２１日） 

点 鐘：田中 英子会長 

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 

ビジターなし 

会長挨拶 
はじめに、本日、当クラブに入会となります、

熊澤直紀会員を心より歓迎致します。熊澤会員

は、前赴任先では白河西 RCに所属していたと伺

っておりますので、銚子 RCでも即戦力としての

ご活躍を心よりご期待申し上げます。 

 さて、皆様、銚子市の姉妹都市の１つである、

アメリカのクースベイをご存じでしょうか？ク

ースベイ市はアメリカ合衆国オレゴン州クーズ

群に位置する、オレゴン州の太平洋岸では最大

の都市です。当時大学4年生だった私にとって、

銚子市姉妹都市訪問団の一員としてのクースベ

イへの訪問は、初めての海外旅行となりました。

旅は 6 泊 8 日で、クースベイ、サンフランシス

コ、ロスアンゼルスという日程でした。その内ク

ースベイの滞在は 3 日間でしたが、親睦を深め

るという意味だったのでしょうか、2日間はホー

ムステイが待ち受けていました。その当時英語

でネイティブスピーカーと話したことなどなか

った私が、恐る恐るお邪魔したホームステイ先

は、アメリカ人のご主人に、ドイツ人の奥様とい

う、プリフォンテンご夫妻のお家でした。お邪魔

する前から、プリフォンテンご夫妻のご子息は

中長距離ランナーでオリンピック選手だったこ

と、しかし、モントリオールオリンピック直前

に、自動車事故によって、24 歳という若さで亡

くなってしまったことくらいは知っていました。

初めての海外旅行で、オリンピック選手のお家

にホームステイだなんて、とてもわくわくした

ことを覚えています。 

時は過ぎて、ひょんなことから、改めてご子息

のスティーブ・ローランド・プリフォンテンのす

ばらしさを知る日が訪れます。それは数年前、娘
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と買い物に行った時のことでした。スニーカー

が欲しいという娘と一緒に品定めをしていると、

「プリモントリオール」という名の、ナイキのシ

ューズが目に留まりました。なぜかその時、私の

ホームステイ先だったプリフォンテンさんのこ

とを思い出し、気になった私は、すぐにスマート

フォンで調べました。すると、それはまさに、ス

ティーブ・ローランド・プリフォンテンの為に作

られたシューズでした。そして、このシューズが

皆様ご存じのナイキの歴史を知ることにも繋が

っていきます。 

 話は遡ること 1973 年。ナイキブランドが生

まれ、スウッシュロゴをつけた初めてのシュ

ーズが作られてから 2 年後に「プリモントリオ

ール」が初めてリリースされました。キーマンは

ナイキの史上初のスポンサー選手で、ナイキラ

ンニングの創始者であるビル・バウアーマンの

一番弟子だったアスリート、それがスティーブ・

ローランド・プリフォンティンでした。そして、

このシューズは1976年にカナダで行われるモン

トリオールオリンピックへの挑戦のため、彼の

ために特別に設計されたレーシングスパイクシ

ューズでした。彼はシューズに対してとても神

経質だったため、ナイキはその細かい要望に答

えた一足を作り上げました。そして、彼のニック

ネーム「プリ」と、彼が目指していたモントリオ

ール・オリンピックから名付けられたのが「プリ

モントリオール」で、彼のためのシューズである

オリジナルモデルは、多くのランナーを虜にし

ました。 

オレゴン出身で、並外れた才能を持っていた

彼は、22 歳にして中・長距離種目で全米記録を

次々と樹立し、カリスマ性を備えたヒーローで

あり、スポーツ文化に大きな影響を及ぼしまし

た。アメリカ陸上界で最も有名な選手となった

と言っても過言ではないプリフォンテンが活

躍していた時代、ランニングは注目を浴びる

競技とは程遠い存在でしたが、そんなランニ

ングを尊敬の対象へ、そして「かっこいい」も

のへと変容させたのには、彼の活躍が極めて大

きかったと言えます。同時に、彼とナイキとの

つながりにより、スウッシュは信頼出来るラ

ンニングブランドとして確立し、世界的なブ

ランドへと変貌していったのでした。 

また、彼はアマチュア運動連合（AAU）の偏

った規則にがんじがらめになっていた、アメ

リカの陸上競技選手のための活動を進めたこ

とでも知られています。当時ランナーの競技

日程を管理し、アスリートの出場によって与

えられる報酬の大半を独占していた AAU に対

し、彼は自分の競技参加資格を失う覚悟で、

AAU の不平等への疑問を広く訴え続けました。

そして、プリフォンテンの死後、ナイキ及びそ

の他のランナー達が彼の活動を受け継ぎ、ア

メリカ議会によって 1978年に AAUの廃止が決

定されました。おそらくこれが、彼が陸上トラ

ックに遺した、もっとも重要な遺産であると

言われています。 

そんな素晴らしいオリンピック選手の家に

ホームステイさせて頂いたことは、今でも私

の自慢の 1 つです。 

臨時理事会報告 4/21 
１）熊澤新入会員ｶｳﾝｾﾗｰ・所属委員会の件 

…承認 所 属：親睦活動委員会  

ｶｳﾝｾﾗｰ：高橋宏資会員に決定 

２）五十嵐新入候補者の件    …承認 

幹事報告  

1. 国際大会（バーチャル大会）登録開始並びに 

プロモーション割引期間のお知らせ 

…ガバナー事務所 

2. 地区研修協議会開催延期のお知らせ 

…ガバナーエレクト事務所 

3. 2021学年度米山奨学生 世話クラブの皆様へ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

4. 令和 3年度第１回理事会開催について 

…千葉科学大学おうえん協議会 

5. 総会のご案内 

…銚子市交通安全協会 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

5月 4日(火)定款第 7条第 1節(ｄ)により休会 

(祝日) 

 

 

 

 

 

会員の記念日   
結婚記念日 大岩 將道会員(4月 15日) 

創業記念日 高橋 宏資会員(4月 17日) 

       

ニコニコＢＯＸ  
✧田中英子会長 髙瀬幸雄幹事 

本日ご入会の熊澤直紀会員を心より歓迎致しま

す。 
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卓  話 

ＤVD鑑賞 「水漫々の…米山梅吉その生涯」  

このＤＶＤ「水漫々の…米山梅吉その生涯」は

地区米山記念奨学委員会が作成し、平成 29年 4

月 22 日の地区研修・協議会で 46 分間上映しま

した。 

日本のロータリーの創設者、米山梅吉氏の

1868 年の誕生から 1946 年の逝去までの波乱万

丈の物語です。 

 時間的に全て上映することが出来ませんので、

続きは後日機会がございましたら上映したいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山 梅吉（よねやまうめきち）（1868～1946） 

日本のロータリーの創始者。日本ロータリー

の父「Father of Rotary in Japan」と称される。 

1868年 2月 4日、大和国高取藩の和田氏の三

男として東京に生まれる。（ポール・ハリスの誕

生は同年 4月 19日。）5歳の時、父が他界し、

母の故郷の静岡県長泉（現米山梅吉記念館の所

在地）に移り、中学生まで、ここで過ごす。 

1883年上京し、19歳で東京英和学校（青山学

園の前身）で学ぶ。 

1887年、米山家の養子となる。同年渡米し（8

年間在米）学問を修め 1895年に帰国し、勝海舟

に師事。1896 年結婚。1897 年三井銀行に入行。 

その後 1918年の渡米中、ダラスロータリーク

ラブ（ＲＣ）のロータリアンになっていた福島喜

三次の紹介により、ロータリークラブと出合う。

そして帰国後の 1920 年 10 月、米山梅吉は東京

ＲＣを創立し初代会長に就任した。幹事は福島

喜三次です。 

これが、日本のロータリークラブの第一歩と

なり、その後、1924―26 年度国際ロータリー（Ｒ

Ｉ）のスペシャル・コミッショナー、1926―27 年

度ＲＩ理事（日本人初）、1928－31年度第 70地

区（当時）ガバナーなどを歴任している。1928年、

紺綬褒章受章。 

1924 年、三井信託(株)を創立し取締役社長に

就任。1937 年に財団法人緑岡小学校（現、青山

学院初等部）を創立し校長に就任する。 

文筆に優れ、ロータリー関係の主な翻訳書に、

ポール・ハリスが著した『ロータリーの創設者ポ

ール・ハリス』、『ロータリーの理想と友愛』（原

題は『This Rotarian Age』）がある。 

また 1952 年、東京ＲＣは彼の功績を記念し、

日本で学ぶ外国人留学生に対して支援を行う

「米山奨学制度」を構想した。現在の「ロータリ

ー米山記念奨学会」です。 

1946年 4月 28日、長泉にて逝去（享年 78）。

お墓は記念館近くと横浜市の総持寺の 2 か所に

ある。 

因みにポール・ハリスは翌年 1947 年 1 月 27

日に逝去（享年 78）。 
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マンガ日本ロータリークラブの父 

米山梅吉ものがたり生涯を奉仕に捧げた偉人 
 

 

クラブ事務局に保管 

ご希望の方に貸出し

しています。 

☜ 

 

 

 

 

 

入会式 

熊澤 直紀会員 

事業所： 

東京海上日動火災保険㈱ 

銚子支社 支社長 

所属：親睦活動委員会  

ｶｳﾝｾﾗｰ：高橋宏資会員 

 

 

 

 

【出席報告】  

会員総数３７名 出席計算３３名  

出  席２５名 欠  席 ８名  

出席率 ７５．７６％ 

欠席者： 村田君・櫻井(公)君・佐藤君 

信太君・島田君・吉原君 

鈴木君・高橋宏明君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｍ Ｕ】   

4/22第 8グループゴルフ（参加 5名） 

石毛君・大里君・須永君・髙瀬君・寺内君 

4/23第 8グループ会長幹事会 田中君 

 

【ニコニコ】 

     

 

 

 

 

 

【地区からのお知らせ】 

4/25(日)地区研修・協議会開催延期 
今後開催方法は検討中 

地区 HPより 3/27開催 PETSの動画視聴可能 

各委員会の方針等についてはしばらくの間こちらを

参考にして頂きます様重ねてご案内申し上げます。 

 

 

5/9(日)地区大会は YouTube ｵﾝﾗｲﾝ配信視聴

での参加 

大会会場の状況をYouTube生配信されますのでご

案内申し上げます。 

5 月 9日(日)12時 30分よりいずれかの方法でご

視聴可能です。 

①YouTubeのURL 

https://youtu.be/O3pcloxrwRQ 

 

②国際ロータリー第２７９０地区ホームページ 
https://www.rid2790.jp/2020/index.html 

トップから直接試聴可能 

 

③ＱRコード読み取り 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 7,000 計 ￥524,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 44,943 

米山 BOX ￥ 2,260 計 ￥ 45,011 

希望の風 ￥ ― 計 ￥237,170 

次週５月５日は休会です。 

次回（５月１２日）プログラム 

「保護司の仕事」 松本 恭一会員 

お弁当：山水（ちらし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/O3pcloxrwRQ
https://www.rid2790.jp/2020/index.html

