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ます。銚子ロータリークラブの例会も楽しんでく
ださい。
先週の例会で私は地球が少し狂ったような気象

状況になっていますと挨拶しましたが、台風26号
が猛威をふるって伊豆大島に甚大な被害を与えま
した。1986年（昭和61年）11月大島三原山が大噴
火を起こした時に、私は夕方、四国より帰る途中
飛行機で上空からこれを見ました。このときは乗
務員も乗客も大騒ぎでした。上空から見た噴火の
様子は、花火どころではありません。連絡船の港
のある元町へ赤いマグマが川のように今まさに迫
らんとしておりました。考えてみると今回の泥石
流の通り道があのマグマの軌跡ではないかと思っ
ております。羽田空港に到着すると伊豆大島噴火
のニュースで大変な騒ぎになっておりました。こ
のときは全島民約10,000人が島外に脱出避難して
無事でありました。協力は自衛隊・海上保安庁・
東海汽船・近隣の島の漁船等です。火山の噴火は、
少しは時間に余裕があったのではないかと思いま
す。次に大型台風27号と28号が来る予定です。
伊豆大島の皆さんの安否が気遣われます。災害は
思わぬ時に来るものです。皆さんも充分気をつけ
てください。

皆さん今日は。本日は、松岡水産 社長 松岡良
司様 銚子ロータリークラブにお越しいただき誠
に有難うございます。後ほど卓話をお願いいたし

今週のプログラム

「伊能忠敬の銚子測量について」

　宮　内　　敏　様

前回の例会報告（10月23日）

点鐘：宮　内　　榮　会長
ロータリーソング：
　手に手つないで
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さて先週は台風26号によりプログラムが予定
通り行われませんでしたが、ピンチヒッター金島
会員による米山について、映像を交えた卓話で、
非常に解りやすい解説で大変良かったと思います。
本当に有難う御座いました。尚、ローターアクト
の例会は10月29日です。都合のつく会員は出席
を願います。

松岡水産㈱代表取締役
　松　岡　良　司　様

【週報拝受】鹿島臨海RC
1 . 職業奉仕委員会主催全体セミナーのお知らせ
2. ガバナー月信用報告　 10月分データの件
3. 会員増強に関するアンケートについて
4. 地区大会ご案内及び注意事項
5.  地区ホームページ卓話者紹介ページへの投
稿のお願い

6. 地区大会展示パネルについてのお願い
以上、ガバナー事務所

7. 「米山奨学生」地区大会出席について
　　 ................................... ロータリー米山記念奨学会
8. 地区大会についてのご案内
　　 .................... 第7分区ガバナー補佐椎名正良様

【例会変更】
旭RC…11月8日㈮地区大会に振替の為休会
　　　 11月22日㈮夜間例会、黄鶴  点鐘6時半
　　　 11月29日㈮定款第6条第1節により休会
小見川RC
　　　…11月13日㈬地区大会に振替の為休会

✌ 白　濱　龍　興　会員 ✌
　息子が銚子医師会で講演（睡眠障害）をしました。
父親はまだ呼ばれていないのに！

17日佐倉RC例会出席致しました。
青少年交換派遣候補生選考試験
10月27日㈰13時半より　千葉市民会館
　当クラブより宮内榮会長に出席していただく予
定です。よろしくお願い致します。

★☆★☆ 創業記念日おめでとうございます ☆★☆★
鴨志田　明　人　会員（10月23日）

モーニングコンシャスとは？
　　　　　　　…… 朝食、朝活で宿泊誘導。
・銚子はいろいろな魅力があるが、「朝輝く町」
と定義できないだろうか？ 観光ポスターは犬
吠埼灯台に日の出、魚市場も朝のイメージ。
・観光地を訪れる、またリピートする最大の動機
は名物料理を食べに来る事だと言われる。
　　他地区が注目していない朝食にフォーカスし
てみたらどうだろう？
・銚子は全ての観光ホテルで水平線からの日の出

幹事報告幹事報告

委員会報告委員会報告

記念日記念日

ニコニコBOXニコニコBOX

お客様お客様

卓　話卓　話

青少年委員会
　高　瀬　幸　雄　委員長

モーニングコンシャスな
　　　　　　　ジオパーク
松岡水産㈱代表取締役
　松　岡　良　司　様
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を拝める。朝食を名物にすれば宿泊誘導効果が
高い＝日帰りが多いという銚子観光の最大の弱
点を克服できる。
・銚子の産業構造も塩鮭、干物、蒲鉾、佃煮、醤
油、果物などと朝食型産業とも言える。
朝食が名物になれば我々地場産業も地域ブランド
向上の恩恵を享受できる。
・朝活、ジョギング・ウォーキングブーム、朝の
時間を大切にという価値観は拡大中。「朝食で
調子良くして銚子良く」を合言葉に「素晴らし
い日の出」「潮風を吸いながらのウォーキング、
ジョギング」「朝風呂」「名物の朝食」で産業、
観光振興を!!

和朝食や魚食は持続型の社会を実現し、大地や水・
大気の循環に負荷が小さい  …… CHEFs
地域社会Community
・和食が増えれば稲作農家に加えて食品関連の地
場産業が潤う。
健康Health
・生活習慣病の抑制効果は明らかで将来的に医療
費削減も期待できる。
環境Environment
・洋…家畜の飼料用穀物や食用小麦も多くが地下
水（有限）に依存。
・和…稲作は自然水、河川水（無限）を堰きとめ一
時的に借用する農業
・洋…（新興国で生産しても飼料要するので）鶏肉
は2米ドル/kg…環境負荷大
・和…（先進国で生産しても飼育不要なので）青魚
は1米ドル/kg…環境負荷小
・洋…温暖化ガスの5％強は牛のゲップ
・和…稲作や漁業で発生するメタンやCO2は僅か。
自給率Food-（self）suffi  ciency
・完全自給可能な米が増え、輸入小麦や輸入穀物
飼料が減る。

ジオパーク活動に食を結び付けられないか？
　ジオパークは動植物、生態系や歴史、産業、に
まで及ぶ。食との関連を考えてみた。

・海中のことは実感しにくいが、地形や海流が豊
かな水産資源を育み、日本一の好漁場に。

・温暖冷涼湿潤な気候と江戸時代に水運の拠点た
らしめた地理的条件で醤油醸造業も発展。

・紀州人の移住も同じような気候と海流が呼び寄
せたに違いない。

　すなわち銚子の地場産業の原型は地形や気候に
よって形成された。全国に目を転じても、四季と
多雨によって森が水を蓄え稲作を、また津々浦々
の気候が発酵食品を、また河川や海洋が魚介類を
もたらし、世界遺産候補の和食文化を培ってきた。
訪日外国人観光客の主要な目的が和食賞味だと言
われる。

モーニングコンシャスなジオパークを内外に発信
大地、地球を勉強
→　生態系や産業が地形、気候に由来する事を理解
→　和食、魚食、和朝食は環境負荷が小さく、健

康に良く、社会に貢献する事を学習。
→　銚子ジオパークは朝食、朝活を奨励する聖地

に。食育の趣旨に適い、地産地消、スローフ
ード、LOHASにも通じる。

→　食と風土との関連はジオパークの理念に沿っ
た格好の教育、啓蒙の題材だ。世界が目指す
循環型、持続可能な社会のモデルが伝統的な
日本の社会や国土であり、その縮図を、銚子
でジオに親しみながら学習、体験できるとい
う組み立てはどうだろう？

・（ジャンクフードの様に）環境・健康の犠牲の上で
成立する刹那的な経済合理性ではなく、CHEFs
を推進するのが長期的には最適だという価値観
を、ジオパーク活動を通して広められないか？
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・早朝マラソン大会（夏期は稀）、朝食サミットな
どの朝活イベントを企画したらどうだろう？
・市内の種々の町おこし活動をモーニングコンシ
ャス・ジオパークと協調させられないだろうか？
　
東京五輪による旅行者回遊
・主要国で首都の空港から1時間のジオパークは
世界的にも稀。
・ 1 day tripで海洋国家・日本の昔ながらの地域
文化や景観美を満喫できる。
・和食の神髄である魚介類の生産現場や環境を参
観できる
・ライバルと比較して
　　九十九里、鹿島灘
　　　…高所が無いので景観は△、
　　湘南
　　　…陸側はマンションだらけ、交通渋滞
　　 箱根や伊豆半島
　　　…成田から3～ 4時間、慢性的な渋滞

富裕でアクティブなシニアが老人ホーム入居まで
過ごすには絶好の地？
＊住宅地～交通、文化、利便性、ステイタス・知
名度、食、自然環境・景観の他に
・若い頃
　　… 遊ぶ場所、出会いの場、就職先、文化芸術

に触れる場所、
・子育て期
　　… 学習環境、大学自宅通学の可否、高賃金の

職場、行政サービス
・シニア期
　　… 趣味（釣、ゴルフ）、旨い魚、朝活、医療、

コミュニティ、生涯学習（大学）

＊但し箱物だけだと各地のリゾートマンションや
簡保の宿状態に！ソフトと融合が必要。

＊所有するマンションの賃貸料収入と年金で、銚
子の一等地で生活が可能。

＊憧れの田舎暮らしは挫折すると言われるが、挫
折しない仕組みを作った地域が定住人口を増や
せる！

【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　40名
　出　席：33名　欠席7名　出席率82 .50%
　欠　席：鴨志田君・栢尾君・越川君・大里君
　　　　　櫻井（公）君・島田君・灰谷君
【M U】
10/17 佐倉RC　高瀬君
【ニコニコ】

ニコニコBOX ￥ 4,000 計 ￥278,001
スモールコイン ￥ 3,800 計 ￥ 26,686
米 山 B O X ― 計 ￥ 22,581
希 望 の 風 ― 計 ￥114,300

次回のプログラム（11月６日）

新入会員卓話　「銚子にたどり着くまで」

　灰　谷　充　史　会員
お弁当：桔梗屋（幕の内）

10月23日例会終了後、ロータリー憩いの森サクラ
植樹記念撮影会を行いました。


