
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●直前会長挨拶 関正己直前会長 

 

本日は会長が職業奉仕に於いて多忙の為細則に定めるところに

より代行を務めさせていただきます。 

８月はお盆休みが有りましたので、例会は２週間ぶりとなりま

す。皆さんお変わりありませんでしたか。世界ではオリンピックが

ロンドンで行われ、日本の選手も始まって以来の金メダル獲得（３

８個）との事でしたが、騒がれていたお家芸では今一歩後退した感

が有ります。というよりは、本来の日本柔道である技の切れよりパ

ワーの柔道に方向性がかわってきてしまった事が一つの要因のよ

うです。 

一方この間、我が勝浦ロータリー・クラブではこれとは全く関係

のない社会奉仕事業に一生懸命取り組み活躍していました。 

８月７日から９日迄、福島盲学校の生徒さん達、付き添いの父兄、

そして先生方やロータリアンの皆さんがブルーベリーヒル勝浦を

拠点に、勝浦ロータリー・クラブ５０周年行事実行委員会の部隊が

主導し数々のプレゼンテーションを見事に成功させました。事情が

あって参加できなかった会員の皆様には盲学校生徒さん、そしてそ

れに携わったすべての人たちが大感激し一生の思い出として脳裏

に刻みお帰りになりましたことをご報告いたします。 

中でも５０周年実行委員長の水野氏は盲学校の生徒さんに一番

持てたのではないでしょうか。彼らにはざんねんながら顔形は解り

ません、しかし研ぎ澄まされた心の目によって水野さんを見ていた

のですね。ものすごく献身的でしたから、彼らはきっと水野さんに

金メダルを、と思っていたかもしれません。詳しいことは後程発表

があると思います。 

また１１日の土曜日には全日本柔道選手権大会に於いて準優勝、

惜しくもオリンピックに出場できなかった 100ｋg 超級の石井竜太

選手の準優勝祝賀会・激励会が有りました。勝浦ロータリー・クラ

ブも発起人の名前を連ねておりますので６名ほどで参加させてい

ただきました。すでにオリンピックを観戦していた皆さんにはお解

りだと思いますが、タイムを競わない競技に於いての勝敗は一瞬の 

事務局：勝浦市墨名６０１－１３ ㈲ナカムラ防災内 TEL:0470-73-0119 FAX:0470-73-0141 Mail: katsuura-rc@mbm.ocn.ne.jp 

例会場：東急ハーベスト勝浦 毎週金曜日 12:30-13:30 TEL:0470-76-0109 FAX:0470-76-0109 

◆８月１７日(金)のプログラム 

ゲスト卓話 

勝浦タンタンメン船団：磯野典正氏 

◆８月の例会予定 

【会員増強拡大月間】 

・８月２４日(金) 会員卓話 

新会員 渡邉 光一 君 

「わたしの履歴書」 

場所：ブルーベリーヒル勝浦 

・８月３１日(金) ゲスト卓話 

読売新聞記者 羽田和政氏 

場所：本行寺檀信徒会館 

◆９月の例会予定 

・９月 ７日(金) 

クラブフォーラム 

新世代育成委員会 渡邉昌俊委員長 

・９月１４日(金) 休会 

・９月２１日(金) ゲスト卓話 

・９月２８日(金) ゲスト卓話 

No.５／Total ２３３７ 
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出来事なのでどちらが強いかわかりません。運としか

言いようのない場面が沢山ありましたね。もしかして

石井竜太選手が出場していたら、金を運んできてくれ

たかもしれません。４年後のリオに期待しましょう。 

オリンピックの選手は、また選手に限らないでしょ

うがいずれもあきらめずにたどり着いた結果です。盲

学校の生徒さんもがんばっています、いつまでも暖か

く見守り今回に限らず支援したいものです。 

那智勝浦ロータリー・クラブ現会長 庵野氏からの

ご報告で、千葉県の勝浦ロータリー・クラブに託され

た義捐金の 50万円は 8月 8日那智勝浦町長に手渡さ

れ有効に使わせて頂きます、との事です。 

●幹事報告 中村満幹事 

 

１.インターアクト第二回合同会議の案内が届いており

ます。日時等は関係役員等にお知らせ済みです。 

２.青少年交換プログラムオリエンテーションのお知ら

せが届いております。日時等は関係役員等にお知ら

せ済みです。 

３.地区幹事 ＨＰ担当委員高橋会員より 

  得居ガバナーより勝浦クラブが５０周年記念事業で 

  東日本大震災に関連したクラブ奉仕活動をされてい

ると聞きました。是非とも地区ＨＰの地区内クラブ

活動状況の投稿をお願いとの事でした。これに関し

ては投稿する方向に進んでいます。 

４.クラブ米山記念奨学金委員長セミナーが８月１９日

に開催されます。 

５.第４６回インターアクト年次大会開催が８月２０日

に開催されます。 

６.地区クラブ職業奉仕委員長セミナーが８月２２日に

開催されます。 

７.大変遅くなりましたが本年度クラブ活動計画書が出

来上がりメール便にて会員宅に配送いたしました。

尚、本年度クラブ活動計画書作成については鈴木覺

三郎会員に大変お世話になりました。 

８.次回の例会場所はブルーベリーヒル勝浦ですので 

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：y.kobayashi@tomisaki.or.jp  Fax：0470-73-2007  勝浦ロータリークラブＨＰ http://www.katsuura.rc.org 

間違わないようお願いします。 

●委員会報告 

◆インターアクト委員会 岩瀬文夫委員長 

 

国際ロータリー第２７９０地区 

第４６回インターアクト年次大会 

日 時：２０１２年８月２０日（日） 

会 場：東海大学付属望洋高等学校 

ホスト校：東海大学付属望洋高等学校ＩＡ 

スポンサークラブ：市原中央ＲＣ 

大会テーマ：『今日から未来(あした)へ ～今、私た

ちにできること～』 

出席者：若潮高等学校 清水顧問教師、生徒 越川稀

緒さん、生徒 川名葉月さん、中村幹事、

釜田社会奉仕理事、岩瀬ＩＡ委員長 

 

◆国際奉仕委員会 西川佳璋委員長 

 

２０日に来日する交換留学生フィリップ君の出迎

えを行います。出席者は午後５時に市営駐車場にお

集まりください。 

 

◆５０周年実行委員会 水野敬泰実行委員長 

 

７～９日迄、皆様方に大変お世話になりすばらしい

事業展開ができたと思っております。皆様にこの席

で感謝を申し上げまして委員会報告とさせていた

だきます。 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ニコニコ BOX 

○本人誕生日 

◆山本太郎 君 

 
私実家が北海道でございまして、夏休みに帰ってま

いりました。最高気温２５度でした。今日の朝より

寒いです。よせばいいのに川下りをやってきまし

た。水温１０度に落とされまして、風邪をひきまし

た。健康には気をつけたいと思います。  

 

○配偶者誕生日 

◆中村昇 君 

 
ちょうど今日が家内の誕生日です。本当に元気で頑

張っております。今晩は東灘の大吟醸で、私の仲間

と一緒に料理屋でお祝いをする事になっています。 

どうもありがとうございます。 

 

○自主申告 

◆村石愛二 君 

 

昨日の東京新聞にカラーの記事がでました。 

それと、御宿の牛舎８号にＮＨＫの生中継が入る事

になりました。８月２５日(土)『おはよう日本』と

いう６時３０分からの番組です。７時４５分くらい

からが一都六県の首都圏という事で、『牛舎がポッ

プに大変身』というテーマで５分くらいの中継で

す。お暇がありましたらどうぞご覧ください。 

◆手塚明宏 君 

 

先日、水野実行委員長率いる福島の子どもたち招

待プロジェクトに３日間参加致しました。 

２日目のサパーは残念ながら参加する事ができ

なかったのですが、海水浴場や乗馬で喜びはしゃ

ぐ子ども達を見て、勝浦ＲＣに入って良かったな

と思いました。水野実行委員長が言っている奉仕

の心が少しでも養われたかなという感じです。 

 

●卓話 

◆勝浦タンタンメン船団 磯野典正氏 

 

こんにちは、磯野でございます。今日はこのよ

うな席にお招き頂きまして、ありがとうございま

す。限られた時間でございますので、我々勝浦タ

ンタンメン船団の活動、そしてこれからの目標を

しゃべらせていただければと思います。どうかよ

ろしくお願い致します。 

皆様のお手元に『食で街を盛り上げろ！ご当地

グルメ開国宣言 in 勝浦』という広告を配らせて

いただきました。これは来月９月２９日に、勝浦

で初めての大がかりな食のイベントを開催させ

ていただこうと思っております。これにつきまし

ては、我々の活動が最終的には関東の愛Ｂ(アイ

ビー)リーグという所に認められまして、来年関

東Ｂ－１グランプリを勝浦に誘致することとな

りました。これもプレ大会的な部分も要素として 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.00.00 

 

 

はあるのですが、それ以外にも千葉県をもっと盛り

上げていくために食から繋げて行けないかという

事で、まず取っ掛かりを勝浦からやらせて頂くこと

になりました。どんな形で進んでいくか非常に分か

らないことだらけですが、今回実行委員会を立ち上

げさせていただきまして、多くの市内の団体にご協

力いただきまして、このイベントを成功させていき

たいと考えております。 

 

熱血！！勝浦タンタンメン船団が立ち上がっ

たきっかけ 

市内ではイベントが非常に豊富です。しかしイベ

ントの無い時期になると、寂しい状況になるのが現

状です。そのような中で何かきっかけ作りができな

いかということで、商工会青年部の活動からスター

トしました。６年前の時点で３０店舗、勝浦市内に

タンタンメンを扱っているお店があり、営業時間、

定休日、座席数等を調べました。その中でたまたま

キリンビールさんとの出会いがあり、ＨＰに掲載し

ていただいて、その結果コンビニでの商品開発やメ

ディアに取り上げていただきました。 

青年部は異業種の人間の集まりで飲食店の方は

わずかでしたので、青年部だけではやりきれないだ

ろうという事で、タンタンメンを扱う飲食店の方達

に地域をどうにかして元気にしたいと伝え、少しず

つ協力体制が出来上がっていきました。 

今までのイベントは行政が何かしらの手段を民

間に落とすようなことが多かったと思います。しか

し我々は、民間が行政を巻き込もうという発想で、

昨年の４月に行政、商工会、飲食店を一つにして船

団を立ち上げました。そして頭は、飲食店とは全く

関係の無い商売の人達がやる事で、いろいろな人が

付いてきてくれるだろうという様なお話で、私の所

に船団長という話が回ってきました。 

船団の勝浦タンタンメンの味を決めるにあたっ

ては、タンタンメンを取り扱うお店の皆さんに集ま

っていただき、みんなが食べられる環境で、誰もが

うまいと思える味、そしてラーメン屋さんがいなく

ても、僕らでも作れるようなレシピをつくってもら

いました。 

Ｂ‐１グランプリに出場して 

今、僕たちがやろうとしている事は、ただタン

タンメンを売る事ではなく、勝浦を多くの方に知

っていただき、勝浦に来てもらい、何かしらの経

済効果を生む事が目的です。 

昨年のＢ－１グランプリが終わってから、いろ

いろな企業が入って下さっております。一番大き

く動いているのが、西洋フードさんという、社員

食堂の中で給食としてやってらっしゃる食品会

社です。全国約２００社を２年間、ぐるぐると継

続的に船団がプロデュースした味のタンタンメ

ンが出ることになっております。３月にソフトバ

ンク本社からスタートして、電通や富士フィルム

など大手企業の社員食堂を回っているのが現状

です。また、一次産業と繋げていこうという事で、

農家さんから玉ねぎを購入したりなど、勝浦市を

元気にしたいという思いで活動をしております。 

来年関東Ｂ‐１グランプリが勝浦で開催され

るわけですが、これは愛Ｂリーグに所属している

地域でなければ開催出来ない決まりになってお

ります。つまり千葉県は勝浦しかできないという

大きなメリットを持っております。今年はプレ大

会という事で３万人の来場者を、そして来年は２

日間で１０万人を超す来場者を予定しておりま

す。今年どんな形が作れるかわからないですが、

来場者は我々が呼びます。ですから地元の皆さま

には、そのお客さまにいかにお金を使っていただ

くかを考えるひとつのきっかけにしていただけ

ればと思います。ありがとうございました。 

出席報告 ８月１７日（金） 

出席委員会 前田安彦委員長 

 

会員 出席 ＭＵ 欠席 出席率 

３５名 ２８名 ４名 ３名 91.43％ 

 


