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●幹事報告 漆原摂子幹事◆３月 16 日（金）のプログラム

会員卓話 ・浅野玄航君

◆今後の３月のプログラム

２３日（金）ゲスト卓話

・除村 喜久雄様

・林 恒雄様

※当日検査希望の 検体が有ればお

持ち下さい

食品 土壌 野菜 分量は 150g 以上

ミルク 水も 150g 以上

３０日（金）休会

№ 25 ／ Total ２ ３ ２ １

例会：2012 年３月９日

発行：2012 年３月 16 日
●会長挨拶 関正己会長

こんにちは。

今週、日曜日早朝 6：30 分より寒い中官軍塚に集結いただきました、会

員の皆さん、大変ご苦労さまでした。

官軍塚～八幡岬公園迄、今年もこのウオーキングコースの清掃を行った

わけですが、残念ながら桜の花が今年のこの寒さでほんの僅かしか咲いて

おりませんでした。

お天気の方も今にも雨が降りそうな曇り空、晴天ですと八幡岬公園の椅

子に座り、早朝の日差しを浴びながら、勝浦から大海原を見ながらの朝食

のお弁当と楽しく充実感を伴ったひと時を共有するのですが今年は残念

でした。

ごみの量も年々少なくなって良い傾向にはありますが、会員の皆さん全

員が一体感を持って活動するには少し力余る事業かなと反省しています。

私だけかもしれませんが。

毎年、参加者は 15～16 名とほとんど決まってしまうのです。

が、ちょうど良い人数なんです。執行部には申し訳ありませんが、この

他にもっと全員が、少なくとも元気な会員がみんなで参加できるプロジェ

クトを開発するのも一つかな、とも思いました。あくまで個人的な感想で

す。

話題は変わり、先日のポスターの評判はいかがですか？まだまだ沢山あ

ります。

有効に活用し、会員増強に力を注いで頂けるようお願いいたします。今

年度の長期計画目標は 43名です。

まだ４か月あります。

他人事と思わず全員が最後まであきらめず、責任感を持って頑張ってく

ださい。

●幹事報告 幹事代理 中村満君

１．鴨川 RC より

本年４月開校の「亀田医療大学」の開学セレモニー案内が届きました。

お手元に配布してあります。

2.千倉 RCより

例会変更のお知らせ

3/30（金）移動例会を中止、12：30 より魚拓荘鈴木屋にて通常例会
4/6（火） 移動例会 4/27（金） 地区協議会に振替、休会
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●委員会報告

◆会員増強委員長 村石愛二君

２回目の会員増強委員会を来週の例会終了後、できた

らやりたいと思っております。

ぼちぼちスピードアップしていかないと、会長が「せ

っかく立派なポスターを作ったのに委員会は何やって

るんだ」と多分言っているでしょう。

●ニコニコＢＯＸ

○自主申告

◆村石愛二君

まずひとつめに、日曜日の空き缶拾いをころっと忘れ

まして、お弁当を無駄にしてすみませんでした。

それから会員増強ですが、委員だけじゃなくて、ぜひ

皆さん全会員にご協力をお願いしたいと思います。それ

と今配布させていただきました。

これは来週の金曜日に新聞折り込みするのですが「し

もうさうみちゃん」というマスコットキャラクターが誕

生しまして、あともう１点、「カムカムドリンク」とい

うのをお配りしました。これは東京農業大学の学生ネイ

チャービジネスで、「農大市場」というウェブショップ

があります。そこでうちの卵も売ってもらうのですけ

ど、農大おすすめ商品をうちでも販売させていただくと

いう業務締結をしました。

「カムカム」という植物は、ビタミンＣの王様です。

食べ物、唯一欠けてる栄養素はビタミンＣです。アセロ

ラよりもはるかにビタミンＣ濃度が高くて、レモンなん

か全く問題外なくらいです。

そして一番大事なのは、国際貢献なのです。南米のア

マゾン川流域のペルー、ここは麻薬の栽培地帯です。

その麻薬の栽培から農民を解放して、カムカムを育て

てもらおうということを東京農大がやっていまして、そ

の商品を売るということまでやっています。ぜひ、今日

お飲みいただきまして、来週土曜日から売り出しをやっ

ていますので、大勢の方、お誘い合わせの上おいでいた

だきたいと思います。

◆関一憲君

ＩＭの記録委員長をやっていまして、今報告書を作成

中でございます。先ほど、大家ファストガバナーと最終

構成を確認できましたので、早速報告書印刷にまわるの

ですけれども、そこで皆さんによろしくというお言葉を

いただきましたので、この場を借りてご報告させていた

だきます。

それから、私事なのですが昨年の 10 月に「車の未来

プロジェクト」というものを立ち上げまして皆さんにご

報告を少ししたと思うのですけれども、車屋さんをみん

な元気にということと、若者が夢を持てるような車屋業

界になれたら良いなと思っているところで、東京の両

国、ＫＦＣホールという所で千葉・東京・神奈川の車屋

さん限定 30 社で、５回シリーズで研修会をやっていま

した。

やっと第１期生が終わりまして、教えると言うより一

緒に学ぶと言いますか、まあ講師としてやったのです

が、やってみて改めて思ったのが、そういう風に教えて

いる立場の私の方がたくさん教えられることがあるな

と感じました。

◆西川佳璋君

先週に引き続きすみません。お手元の週報２ページに

先週の記事が載っています。お雛様、6：30～8：00 の

１時間半のテレビ朝日の番組でございまして、１時間半

まるまる、朝市と朝市の中に石井食堂というのがあるの

ですが、坦々麺が大変美味しいということで、それから

お雛様という形で、１時間半ほとんどが私の家の前の通

りが集中的に放映されました。
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：nanso66@mb.infoweb.ne.jp Fax：0470-70-5106 勝浦ロータリークラブＨＰ http://www.katsuura-rc.org



◆みなとひかり様

勝浦海上保安署次長の湊光です。お招きいただきまし

てありがとうございます。

高梨先生には、海上保安庁の方で日本歯科医師会との

提携をしております海上保安歯科医というところで、例

えば身元不明のご遺体などがあった場合の個人識別にご

協力いただくということで海上保安歯科医の方を委嘱さ

せていただいております。

そういった関係と、先生の人力で今日お招きに預かっ

た次第でございます。

皆さんは、陸上で生活されている方がほとんどかと思

いますので、海上保安庁の仕事というのは具体的にどう

いうことをしているのかというのはあまりご存知ない方

が多いと思いますが、海上保安庁の職業概要について今

日はご説明したいと思います。

ご存知の方もいると思いますが、海上保安庁は国土交

通省に属しております。

一般的に知られている業務としましては、海上の治安

維持、それから先ほど高梨先生もおっしゃっておりまし

た「海猿」に関するような、海難救助。また去年の震災

関係の環境防災などの仕事です。

それから、海の地図、「海図」を作成しております。

今、勝浦にある保安署というのは総勢で 14名おりまし

て、巡視船が１隻、パンフレットの中にもありますけれ

ども、「にほんかぜ」という船と同じ型で、勝浦の「勝」

の字をとりまして「勝風」という船が１隻あります。こ

の船の乗組員が 10名おりまして、５名ずつのチームで、

365 日休みなく海難救助、また事件などが起きた時に捜査

にあたるなど、そういう対応となっております。

勝浦の海上保安署の業務の中で一番多いのは、夏場の

海浜事故対応です。

去年は、震災の影響で観光客が大きく減少したとうか

がっておりますが、それでも海水浴にいらっしゃる方で

すとか、釣りにいらした方の海難事故というのはやはり

多発しておりまして、その海難救助の対応が、昨夏も結

構な数がありました。

残念ながら亡くなってしまう方も結構いらっしゃいま

した。

１時間半、たっぷり勝浦をＰＲしていただいて、大

変感謝しております。

１時間半の番組を勝浦市で放送しようとすると莫

大な金額がかかりますが、１時間半支えてくださった

スポンサーの方々に厚く御礼申し上げます。

●報告

◆池田哲也君

鴨川ロータリークラブから来た亀田医療大学の開

学セレモニーですね。

これ料金などよくわかりませんが、ＢａｙＦＭなん

かにたまに流れているトワ・エ・モワの片割れの白鳥

英美子さんが開校の何か歌っています。

先行き、鴨川などで合同例会もやりますからもしご

都合のつく方は参加してください。

●卓話

◆プログラム委員長 高梨薫敏君

勝浦海上保安署次長の湊光様に来て頂きました。

勝浦に海上保安署はずいぶん古くからありますが、

一般の市民の方にはあまり馴染みがないと思います

けども、最近はドラマの「海猿」などで多少は知られ

るようになったと思います。

尖閣諸島や、北方領土の方では大変危険な業務に就

かれている海上保安署の方々ですが、本日はそのよう

な仕事の内容を、ＤＶＤを使ってご紹介したいという

ことで来て頂きました。よろしくお願い致します。



◆Ｑ◆

大震災の時には、勝浦海上保安署の方達はどの

ような任務をやったのですか。

◆Ａ◆

震災時すぐには、郊外の方々へ非難を呼び掛け

まして、すぐ津波というのは来ていないのです

が、みんな物珍しかったのか漁港に結構人が集ま

ってきていまして、まだ警報が出っぱなしの時で

したので「高台に避難してください」と呼びかけ

ながら、郊外も津波の被害を受ける可能性があり

ましたので、すぐに沖に待避して沖の方で情報提

供と被害状況調査というのを実施しておりまし

た。

◆Ｑ◆

勝浦の管轄というのはどこからどこまでです

か。

◆Ａ◆

これは少しややこしいのですが、北は一宮町と

いすみ市の境界から、南は陸上でいうと鴨川市ま

でなのですけど、海上は野島崎というところまで

真南に線を引いたところで 20 マイル沖くらいま

でですのでだいたい 40km 弱くらいと、一宮から

東に引いて 20 マイル、いわゆる 40km 弱くらいを

沿岸に沿って引いた線の海域が勝浦の海上保安

署の責務する領域となっております。これは、大

きさで言いますと東京湾がすっぽり入るくらい

の大きさです。
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出席報告 ３月９日（金）

出席委員会 手塚 明宏 委員長

会員 出席 ＭＵ 欠席 出席率

37名 25 名 ４名 ８名 78.38％

欠席：浅野玄航、内田秀実、小林悠基、林重利、

前田安彦、吉野裕子、渡辺保、渡辺幸男
【今週の一言】●人は自分で蒔いた種で不幸を招いても、反省なく他人のせいにし、そのあげく他人を怨み憎しみ
抱

そういう方を、１名でも多く救助するということで

浦海上保安庁はそういった活動をしております。そ

と、勝浦は漁業資源が豊富な街ですので、その漁業

源を狙った密漁者というのも結構おりまして、昨年

、ＧＷで少し暖かくなった頃くらいから密漁者が結

出ておりましてそれの取り締まりにも主眼を置いて

っております。

一人でも結構、アワビ、サザエ、トコブシなど、冬

にかけては伊勢エビなんかも頻発しておりまして、

漁者自体の検挙というのも結構な数が上がっており

す。

これは、一律とは言いませんが千葉県の漁業海面規

というものがありまして、それに違反することにな

ます。また漁業法の中に定める漁業権の侵害に該当

るということで、だいたい１回捕まると 10万円くら

の罰金がとられるようになっております。アワビを

0 個捕っても 10 万円、伊勢エビを１個捕っても 10万

、初犯でもだいたいそれくらいとられるようになっ

おります。

それを考えると買った方が安いのですけれども、皆

ん採るのが楽しい、面白いということで、依然とし

密漁者が後を絶たない、というような現状です。ま

今年も暖かくなってくると出てくると思いますの

、そのあたりの取り締まりは機会を見てやっていき

いと思っております。

皆さんは、118 番というのはご存知でしょうか。

海の緊急電話なのですが、ご存知でない方もやはり

らっしゃいますよね。陸上の緊急電話が 110 番とい

のは、子どもの頃からの常識となっていますが、海

保安庁の緊急電話というのもございまして、これは

海の“もしも”は 118 番」という、立ち上がった時

らのキャッチフレーズもあります。

海上で何か起きた時に、海上保安庁へ通報するのが

18 番ということです。

ＤＶＤで見ていただいたものが、海上保安庁の業務

概要で、それぞれの部署、全国の海上保安庁で同じ

うな仕事をしております。勝浦海上保安署も同じく

のような業務をしております。
くことがある。しかし、この状態は、ますます人を窮地に追い込み、不幸を増幅させる元凶となります。


