
２０１０年６月第２週号 

第２２７０回 
平成２２年６月１１日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

＊ロータリーソング  『我等の生業』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

 ・千葉緑ＲＣ／ 会長 松﨑 久夫様 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

◆ＧＳＥ交換プログラムのお礼のメールが、第２７９０地区

のＲ財団委員会ＧＳＥ小委員会の樋渡委員長宛に届い

ています。これは、当時団長だった金親会員にお渡し致

します。当クラブの功績でございます。金親さん有難うご

ざいました。 

To: Hiwatashit@aol.com 

Hi Takuya‐WOW!!! What a great team you sent to 

Distract 6250!!!  They were absolutely terrific and 

made such a wonderful impression with all of the 

Rotarians in our District!!  Their presentation at the 

District  

Conference was outstanding and they have allowed us to 

recognize Group Study Exchange Rotary programs!!! 

Thank you for sharing this remarkable team with us!!! 

You have made our year!!! 

Tom Marshall 

 

[金親会員 訳] 

樋渡さんへ 

何と素晴らしいチームを送ってくれた事でしょう。本当

に我々の全てのロータリアンに素晴らしい印象を下さい

ました。地区大会における千葉チームのプレゼンテーシ

ョンはとびっきりのものであり、ＧＳＥプログラムを強く認識

されるものでした。素晴らしい記憶に残るチームを共有し、

我々の年度を立派なものにしてくれました。 

ありがとう。             

ウィスコンシン６２５０地区ガバナー 

財団委員長2008-2009   Tom Marshall 

 

◆５月２８日に行なわれた「ゆめ半島千葉国体・千葉大

会」のチャリティディナーショーに参加してきました。予定

通り寄付金も集まり、森田健作県知事に、お受け取り頂

くことが出来ましたと、中村ガバナーから感謝のお礼状

が届いておりますので、ご報告致します。 

◆「ゆめ半島千葉国体・千葉大会の開閉会式の入場者

募集について」の案内がガバナー事務所から来ておりま

す。詳細は事務局に申し込み方法を確認して頂いて是

非参加して下さい。 

＜ゆめ半島千葉国体（第６５回国民体育大会）マリンスタ

ジアム＞ 

９月２５日 

総合開会式 開場 ９：３０ 

入場料金 内野席 大人１，０００円  子供５００円 

       外野席      ５００円 

       募集席数  １４，０００席 （当日券の発行なし） 

１０月５日 

総合閉会式 開始 １３：００  

入場無料  申込の必要は有りません。 

＜ゆめ半島千葉大会（第10回全国障害者スポーツ大会）

幕張メッセ＞ 

１０月２５日 

開会式   開場 ７：３０  

入場料金  無料 

募集席数   ２，０００席 （当日券の発行なし） 

１０月２５日 

閉会式   閉場 １４：００  

入場料金 無料 

募集席数    ２，０００席 （当日券の発行なし） 

何れも応募が多数の場合は抽選となります。 

申込書は、郵送又はホームページでの受付になります。 

◆私が会長を引受けました当初から、ご指導、ご協力を

いただいております千葉緑ロータリークラブの松﨑会長

がお見えでございます。 

私は、ロータリー歴は３０年になりますが、ロータリーに

ついての勉強不足と活動には不参加を決め込んでいま

  ２００９-２０１０年度ＲＩテーマ 

  国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
       ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  創 立 １９６４年３月２日  例会日 毎金曜日１２時３０分  例会場  オークラ千葉ホテル 

  会 長 寺澤 一良      幹 事 五十嵐 博章       雑誌会報委員長 佐久間 信一 

  事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１トーシン千葉ビル７階   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 



したので、幹事の経験もございませんでした。いざ会長

をお引き受けする段階で大変困ってしまいましたのが実

状でした。それも間も無く、任期を終わろうとしています。 

今まで力づけて頂いた松﨑会長にお礼を申し上げます。

有難うございました。後程、ご挨拶をお願い致します。 

 

 ご挨拶 

千葉緑ロータリークラブ・会長 松﨑久夫様 

皆様、こんにちは。今期

も残すところ数週間となりま

した。寺澤会長、五十嵐幹

事をはじめ、会員皆様には

この一年間ご指導、ご協力

を頂き、本当に有難うござ

いました。厚く御礼を申し上

げます。 

今年度早々、ご挨拶に

伺いましたが、親クラブさん

に参りますといつも良い意味で緊張します。 

一年間無事に会長職が務まるのかなと不安でしたが、

あと３回の例会を残すまでとなり、何とか無事に務め上げ

られるかなと思っております。今年度は、ＣＬＰやＧＳＥ等、

初めての経験をさせていただきました。ロータリークラブ

に入ったからには、色々な所へ顔出しをしたいと思って

おりましたが、中々一人では行けません。ですが、寺澤

会長にお声を掛けて頂いて、色々な所へ参加し、色々

な経験をさせて頂きました。色々なドアを開けさせて頂く

きっかけを作っていただいた寺澤会長は、歳を感じさせ

ず、行動力と決断力がおありで、これからも頑張って行

かなければとつくづく思いました。 

皆様のお陰で良い一年間を締め括ることが出来そう

です。本当に有難うございました。 

次年度は、水野ガバナー補佐がご活躍される年度と

なりますが、当クラブも初の女性会長が誕生します。今

後もご指導いただきますようよろしくお願い致します。 

≪委員会報告≫ 

親睦委員会より  (植松省自委員長) 

「職場訪問及び親睦旅行」の時間について 

１３日(土) 蘇我駅東口・千葉銀行前 ０７：００発 

千葉駅・ＮＴＴ前       ０７：１５発  

当日はどうぞ宜しくお願い致します。 

≪幹事報告≫           五十嵐 博章幹事 

次週・１８日の例会は、１３・１４日の「職場訪問及び親

睦旅行」に変更しますので、例会は行われませんので、

お間違えのないよう宜しくお願い致します。 

≪ニコニコボックス報告≫ 

千葉緑ロータリークラブ・会長 松﨑久夫様 

今年度も寺澤会長、五十嵐幹事をはじめ千葉南ＲＣ

の会員の皆様には、大変お世話になり有難うございまし

た。 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

松﨑会長、ようこそいらっしゃいました。どうぞごゆっく

りなさって下さい。 

北原会員、卓話を宜しくお願い致します。 

☆北原 俊彦会員 

久し振りの卓話で、私の好きなバイクツーリングの話で、

アメリカでの話です。宜しくお願いします。 

☆鈴木 美津江会員 

皆様こんにちは。６月４日は、お忙しい中、“６０周年感

謝祭”にご来場いただき、有難うございました。行き届か

ぬ所が多々あったことと思います。お許し下さいませ。本

当に有難うございました。 

 

 

≪出席報告 (会員数４１名)≫ 

 

出席者数２８ 欠席者数１３ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率８２．５０％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演 題⇒ 『アメリカを走る』  卓話者⇒ 北原俊彦会員 

 

 今日は、私の趣味の世界のバイク、「ルート６６」のお話

しをします。 

「ルート６６」は、アメリカで１００年前位に出来た自動車

専用道路です。そのすぐ脇を立派なハイウェイが走って

いて、ところどころ「ルート６６」は途切れています。その沿

線には、古いアメリカがたくさんあり、観光地化している

のです。 

このヘルメットは、私のオリジナルのものです。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 10,000 円 累計 756,314 円 

金の箱  440 円 累計 32,199 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/29・7/27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 6/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/30・7/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 7/8・7/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



スローリー・・・ゆっくり、ゆっくり行こうということで亀を貼り

付けたのですが、仲間が飛ばすものですから、そんな訳

には行きませんでした。 

私は、お陰さまで趣味が沢山あります。毎日忙しい趣

味は、ガーデニングです。今、バラを育てているのです

が、このバラが厄介なのです。孫や子供よりも厄介です。

一週間に一度、噴霧器を担いで消毒をしています。今

みたいなカンカン照りの日には、毎日水を与えないと直

ぐ萎れてしまいます。鉢物の草木は、葉が垂れてきたら

水が不足している証拠です。鉢の上の方が白っぽく乾い

てきたら必ず水を与えて下さい。３日経つと枯れてしまい

ますので。ガーデニングの趣味は、バイクよりも長いです。

我が家の池に鯉が３０匹ほどいますが、池で産卵させ孵

化させ、一魚を取り出し育てるということも趣味の一つで、

いまいる鯉の大半は孵化させたものです。 

ところが、最近、体力が衰えてきて一日やっていても

飽きなかったのですが、今は２時間が限度となってきまし

た。毎日やっていることですが、今朝も５時２０分頃に起

きて３０分間ほど庭中水蒔きをしました。 

ゴルフも趣味の一つです。昨日は、５時に家を出て埼

玉県の小川町にあるゴルフ場に片道２時間も掛けて行っ

てきました。 

バイクの件で感謝したいのは、水野会員です。水野会

員が誘ってくれなかったら、この世界に入れなかったと

思います。１８年前に水野会員はハーレーに乗っていま

したが、私は、乗りたかったのですが乗りませんでした。

若い時には、ツーリング、モトクロスに明け暮れていまし

たから、千葉から京橋の勤務先までバイクで通っていま

したが、何度か危険な目に遭いました。マージャンが好

きで２日間位徹夜して稲毛海岸を通って帰っている時、

風圧でハッと目が覚めたら反対車線にはみ出していて、

ダンプカーとぶつかりそうになったのですが、ダンプカー

が避けてくれたので助かりました。 

いつだか、「ロータリーの友」の編集長が当クラブにお

出でになった折、隣の席で投稿記事は何かないかと聞

かれ、バイクの話の記事を早速送りました。その記事が

掲載され、ある日、新潟県のロータリアンの方から電話が

掛かってきたのです。その方は、ロータリークラブハーレ

ー会があるよと教えてくれたのです。私はその時にハー

レーには乗っていなくて、塩谷会員のところから購入した

ホンダＸ４という１，３００ＣＣに乗っていました。これがまた、

加速は良いしスピードは出るし、気持ちが若返るようなバ

イクでしたので、このバイクは、３台続けて買いました。そ

の３台目に乗っている時にハーレー会があることを教え

てくれたのが、妙高高原ＲＣの荻野氏でした。 

 アメリカに行ったのが、２００８年９月２４日に出発し１０

月８日までの１５日間でした。「ルート６６」を走ろうよという

ハーレー会の人達のお誘いがあり、行ったのです。その

前の年にホンダＸ４をニュージーランドに貨物船で持ち

込み２，０００キロ走破しているのですが、ニュージーラン

ドは、日本と同じ区分帯で人口も少ないのですが、道路

は舗装されていて一般道は１００キロの時速でとても走り

易いのです。ところが一回だけ、一時間位止められて走

れなくなりました。その理由は、羊の群れでした。何百頭

もです・・・。 

ニュージーランドは、景色は素晴らしいし、空気は良

いし水はエメラルドグリーン、透き通った蒼、道は空いて

いるし本当に素晴らしい国でした。 

アメリカでは、最初にダラスに行きました。ダラスの右

カーブの道路に印が付いていたのですが、ここでケネデ

ィ大統領が暗殺されたというのです。ビルディングがある

街中という所ではなく、田舎なのです。 

前回のハーレー会のツーリングの時に盗難があった

そうです。８台のバイクの内の１台が盗まれたそうです。

盗難に遭った方は、セキュリティを完全に操作していな

かったようで、保険が使えなくて１５０万円支払うはめにな

ったそうです。 

泊まるのはモーテルで、車で旅をする人達専用のホ

テルですが、道の脇に建っていて部屋に入るととても広

く吃驚しました。ただ、食事がないのです。朝、昼、晩と

食事場所を見つけなければなりません。どこへ行っても

大きな草鞋みたいな肉と野菜の大盛りとフライドポテトが

出てくるのです。飲み物は、デッカイ器にコーラが出てき

ます。 

２日目の昼食後、レストランから出てみるとバイクの様

子が変なのです。バイクに跨ってみると、後ろのタイヤが

パンクしているのです。今までの１４年間、一度もパンク

したことがないのです。それがアメリカに来てパンクと

は・・・。困ったことになってしまったと思っていると、我が

同朋が衛星電話を使い、何処へやら連絡すると３０分位

でバイク運搬用のトラックがきてくれました。近くのハーレ

ーの工場で修理代も２万円という日本では考えられない

安さであっという間に直してくれて、本当に助かりました。 

「ルート６６」は、広大な砂漠の中を走っていて大きな

木などは見えない、勿論、林や森はありません。西部劇

に出てくるような切り立った岩山が聳え立ち今にもインデ

ィアンが馬に乗って出てくるのではないかと思えるような

ところでした。 

楽しい旅も終りに近付き、終点のラ

スベガスに到着して、ハーレーの店に

直行し、無事に帰す事が出来ました。

素晴らしい仲間と、素晴らしい景色

と、素晴らしいバイクに恵まれてのアメリカでした。 

 

 

 

第２２７１回例会 

≪職場訪問及び親睦旅行≫ 

日  時⇒ 平成２２年６月１３日(日)・１４日（月） 

          蘇我駅千葉銀行前  ０７：００  

千葉駅ＮＴＴ前     ０７：１５ 

  行き先⇒ 長野・駒ケ根 

         職場訪問：養命酒駒ケ根工場他  

 第２２７２回例会 

日  時⇒ 平成２２年６月２５日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『会長挨拶』 

卓話者⇒ 寺澤 一良会長 


