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会長挨拶

関一憲会長

本日は「すごいぞ！勝浦」と言うテーマでお話を
させていただきます。昨晩 ケンミンショー

と

言う番組を見た方はいらっしゃいますか？
みのもんたさんが司会として、各都道府県の特徴や
名産、お国自慢などを伝えている情報番組です。
ご当地グルメランキングにて、なんと

勝浦タンタンメン

が堂々のラ

ンキング第一位となっておりました。私は大多喜町の住人なので、勝浦
市を外側から見ることが多いのですが、カツオもビッグひなまつりも、
今回のタンタンメンも、勝浦市民の企画力や情報発信能力、そしてブラ
ンディングの力にいつも感心しております。
また、１０月５日には

塩田先生を偲ぶ会

が開催され、とても暖か

い空気が会場を流れておりました。仲間を尊敬し、仲間の死を心から悲
しみ、共に涙される皆さんが降りました。故塩田会員は素晴らしい人で
した。しかし、仲間のために心からの涙を流せる皆さんも素晴らしい人
ばかりだと私は感じました。そんな、思いやりのある、優しさ溢れる皆
さんの中で活動させていただける、私もとても幸せな人間だ改めて感じ
た日となりました。

幹事報告

中村満幹事

① ガバナー公式訪問：10 月 22 日（金）

■10 月８日（金）のプログラム
・会員卓話 漆原摂子 君
■ 本日（10／15）のプログラム
・10／15（金）ゲスト卓話
【勝浦の魅力
常盤大学教授 塚原正彦氏】

■今後の例会プログラム
10／22（金）ガバナー公式訪問
10／29（金）ゲスト卓話
【現代に生きる江戸しぐさ
桐山 勝氏】
11／５（金）は
11／７（日）の地区大会に振替

多くの会員の出席をお願いいたします。
後ほどプログラム等を皆様に FAX いたします。
② 第５分区ゴルフコンペ：11 月 22 日です。
参加できる方は、池田会員までよろしくお願いします。
③ 例会変更：千倉ロタリークラブから１１月１２日の例会は休会
④斎藤麻美子会員の娘さんが今月の２４日結婚されます。当クラブでお
祝い金をお渡ししました。
⑤勝浦市教育委員会、社会教育課黒川課長から寄付のお礼並びに馬術結
果報告の冊子をいただきました。
⑥故塩田会員の偲ぶ会が１０月５日にありました。高梨会員のもと大勢
の会員が参加されまして無事終了しました。合掌！

委員会報告
親睦委員会

中村昇委員長

11 月 14〜15 日の 1 泊例会に現在、参加予定は 17 名
です。できるだけ都合をつけて参加くださるように
お願いいたします。

事務局：勝浦市墨名 601‑13 ㈲ナカムラ防災内

TEL:0470‑73‑0119

例会場：東急ハーベスト勝浦 毎週金曜日 12:30‑13:30

FAX:0470‑73‑0141

TEL:0470‑76‑0109

Mail:katsuura‑rotary@mbm.ocn.ne.jp

FAX:0470‑76‑0109

ロータリー財団

斎藤義典委員長

来月はロータリー財団月間です。
来週〜再来週、年間 12,000 円のうち
前期分 6,000 円のご寄付をお願いした
いと思います。また、ポールハリスフェローをまだ持
っていらっしゃらない方は、今のレート８０数円です
から 25,000 円ほどで 1,000 ドル分になるお得な割引期
間中でございますので、あわせて宜しくお願いします。

自主申告

村石愛二 君

きっかけはロータリーの例会。
８月 12 日のゲスト卓話で、いすみ鉄道
の鳥塚社長から、「web 上で 210 万円で
車両を売っている」と伺い、その時は、
そこに注目したわけではなく、むしろ鳥塚社長と私達い
すみの畜産とか農業者で意見交換の場を持ちたいと思
い、８月の下旬に役員会にお呼びし段取りを進めまし
た。１０月６日に、国吉駅から上総中野駅までの体験乗

ニコニコ BOX
結婚記念日

親睦委員会（中村昇委員長）

牧野利美 君

今年も妻といっしょに．
．．もう少し
がんばりたいと思います。

車を往復２回やり、その後、鳥塚社長に講演を１時間、
さらにその後１時間半農業者との意見交換をやること
になりました。夷隅の文化会館で７０人集める予定で、
市長や衆議院の森先生、新聞社を呼んでたわけです。で
すから、私の話がニュースになってはいけなかったので

自主申告

釜田英之 君

待ちに待った朗報です。ＬＰＧＡ尾崎
選手が、「世界ゴルフ殿堂入り」を果た
しました。日本人として 4 人目の殿堂
入りで．．
．やっと念願が叶いました。

すが、鳥塚社長の講演の中で「村石さん、車両を買って
いただきありがとうございます」と話されたので、結局
その記事が掲載されてしまいました。
ここ最近、穀物が非常に高騰し、畜産は規模が大きけ
れば大きいほど赤字。何とかしなければ．．と、農産物
の直売所と交流拠点を 11 月７日に御宿でスタートさせ

自主申告

高梨薫敏 君

先日の塩田先生を偲ぶ会。たくさん参加
いただいてありがとうございました。
感動的な会になって良かったと思います。
もう一点、北海道大学の鈴木章教授がノーベル化学賞
ということで、塩田先生なら必ずやニコニコしただろ
うと思い、代わってニコニコさせていただきます。

ます。そこでたまたま空き地にしてあった土地に、いす
み鉄の車両を並べ、卵と牛肉を食べてもらえるような、
お土産に買って行ってもらえるような、直売所兼レスト
ランを考え契約してしまいました。お金はまだ払ってま
せん。ただ、その車両を持ってくるため線路が必要なの
で、今日ＪＲからの払い下げのレールの入札に参加して
きます。地元の観光スポットの一つになればいいと考え
ています。来年の３月頃のオープンを予定しています。

結婚記念日

浅野玄航 君

塩田先生の偲ぶ会に出席できませんでし
たが、塩田先生には定期検査を勧めてい
ただいたおかげで元気にいられることを
感謝しています。国体の開会式では、千葉にまつわる
曲がメドレーで流れていた事、特に『月の砂漠』が使

自主申告

中村満 君

みなさんから「馬ににんじんを」と
いただいたご寄付のうち残金 5,000 円と
塩田先生の奥様からのご厚志 30,000 円は、どちらもニ
コニコ BOX に入れさせていただきます。

われていたのが嬉しく印象的でした。

出席報告 １０／８（金）出席委員会（関祐介委員長）
自主申告 関正巳 君
紅葉を観に行ってきました。一泊旅行の頃

会員

出席

MU

欠席

出席率

43 名

32 名

2名

9名

79.07%

には、きっと見事な紅葉が拝めるだろうと

欠席者：伊藤治昌

思いました。皆さん、肺炎予防の注射を受けましょう。

林 重利

前田安彦 本吉幸子

クラブ会報委員会：週報についてのご意見、原稿・写真データをお寄せください。
Mail：hiroko-w@hitz-totalsystem.com Fax：0470-73-0759

斎藤麻美子

田中 智

西川佳璋

吉野裕子 渡辺 保

会員卓話

私も長靴はいて整備にあたりました。回転の競技では馬

漆原摂子 君

が滑ったりと、いろいろ大変でしたが、終わってみれば

会員のみな様からいただいた
にんじんは、３ｋｇずつ袋詰めし、

大きな事故も無く、無事に閉会できたことで関係者やご

180 頭に配りました。そしてスト

協力いただいた皆様に感謝しています。経費上の問題

ックしておいたものには『勝浦ロ

で、予行演習をすることもできずに本番を迎えました

ータリークラブ』と明記して置いておきましたら、翌

が、勝浦市役所の職員の方々は、日頃「かつおまつり、

朝にはすべてなくなっていました。本当にありがとう

ビッグひなまつり」などで、交通整理やシャトルバスの

ございました。

運行、その段取りなど大きなイベントの準備や設営に慣

まず、私共の施設で千葉国体の馬術競技が開催され

れているので、本当に良く動いてくださって、ありがた

るに至ったいきさつですが．．．千葉国体で馬術競技の

く思いました。

み開催会場が決まっておらず、県外へという話にまで

プールサイドでは勝浦商工会の方達が「勝浦たんたん

なっていた中、日本馬術連盟の方が視察に見え「これ

麺」を出店し、1 日 200 食という大盛況でした。また、

ならできるだろう」ということでしたので、大変光栄

雨具や生活必需品などの品物は、池田会員がセブンイレ

なことですので、お受けすることにしました。2 年前

ブンから商品を補充してくださいました。

のことです。競技的にも運営する上でもいろいろ解決

競技結果では、千葉にはトップリーダーが揃っていて、

しなければいけない問題点はありましたが、私たちが

天皇杯 1 位、皇后杯 1 位、総合 1 位で、二連覇は史上初

考えることは「いかに選手達に快適に過ごしてもらう

のことで、大満足の結果でした。

か！」で、施設内の整備と充実、ホテルとしてのお客

ご寄付いただいた「にんじん」だけでなく、いろいろ見

様へのもてなしに重点をおきました。

えないところでも、ロータリアンのみなさんにご協力い

開会から最初の 2 日は大雨で、馬場も水浸し。

ただきましたこと、心から感謝申し上げます。

2010 年 10 月 1 日 朝日新聞に掲載

写真提供：千葉正徳 君
【天声ヒロ語】全国各地から集まった 180 頭のお馬さんたち。「環境の違いに暴れたりしないの？」の問いに、漆原会員の答
え「国体に出るような馬は、かなり調教されているので大丈夫」なのだそうです。中には 1 千万円以上のお馬さんもいたとか．．

