
◇ 国際ロータリー会長

Wilfrid J.Wilkinson ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞJ.ｳｲﾙｷﾝｿﾝ

（ｶﾅﾀﾞ.ﾄﾚﾝﾄンRC)

◇ 国際ロータリー第2780地区ガバナー

小佐野 圭 三 (横須賀RC)

◇ 国際ロータリー第2780地区第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 渡 辺 治 夫 (横須賀RC)

◇ 三浦ロータリークラブ

会 長 鈴 木 正 孝

副会長 吉 田 重 穂

会長ﾉﾐﾆｰ 鈴 木 康 仁

幹 事 芹 川 直 行

◇ 会報.雑誌 .IT委員会

委員長 加 藤 文 幸

副委員長 内 騰 隆 之

委 員 星 野 雄

◇ 例会日 毎 週 木曜日１２時３０分点鐘

◇ 例会場 三浦商工会議 ３ 階 ホール

◇ 例会場所＆事務所住所
〒238 - 02 4 3三浦市三崎2丁目22番16号

◇ Tel 046(881)5111 * Fax 046(881)3346
◇ W e b si t e * h t t p: / / w ww . m i ur a - r c. j p

◇ 点 鐘 １２時３０分

◇ ロータリーソング『我らのなりわい』

◇ ゲスト・ビジター紹介

今日はいらっしゃいません。

◇ 鈴木正孝会長

今日はあわや遅刻、鍵を閉めら

れそうになりましたが、助かりま

した。川崎さんが委員長になって

から、大分ニコニコも増えたんで

はないかと思っております。

今日の会長報告は特にはありません。卓話を菊池

（正）さんにお願いするのですが、先日の卓話も新人

として行なっていただき、色々なご意見有難うござい

ました。今日の卓話も楽しみにしております。

比較的に、入会が新しい方のご意見は貴重だと思っ

ております。

皆様「ロータリーの友」をご覧になっていると思い

ますが、私も会長になってから良く読みます。「友」

には全国各地のロータリーの世界的な色々な活動が載っ

ております。「友」を読むと参考になる事柄が多く、

新しく入会された方は特に良く読んで頂いて、忌憚の

無いご意見を私の方に言って頂ければ今後の事業に繋

がるのではないかと思います。もちろんベテランの方々

も今まで通り惰性で活動するだけでなく、毎週集まり、

新しい新人の勧誘もするのですから、より楽しいロー

タリー活動が出来るよう「ロータリーの友」を読んで

色々なご意見を頂ければと思います。

以上今日もよろしくお願い致します。

◇ 芹川直行幹事

※クラブ創立３０周年記念誌ＣＤ

相模原中ロータリークラブ

※週 報 横須賀北、横須賀西

横須賀南西ロータリークラブ

鎌倉南ロータリークラブ

※例会のお知らせ 横須賀南ＲＣ

※卓話のご案内

全国企業家集団日本クラブ

※ＪＩＣＡ

※10、11月の食事出席予定表及び

11月16日いもつる刈り、18日いも掘り大会出欠表回覧

P1

07～'08年度RIﾃｰﾏ

習志野空挺団・ロッキードC-130ハーキュリーズ



◇ 岩野 整委員長

会員総数３１名 本日出席１８名

本日欠席１０名 出席率 64.2％

ＭＡＫＥ ＵＰ

鈴木正孝会員 吉田重穂会員

芹川会員 秋本会員 高木会員

鈴木康仁会員 吉田益夫会員

星野 雄会員 本山会員

菊池 恵会員

以上のMAKE UPにより出席率は１００％となります。

◇ 川﨑 昇委員長

村上智城 2,000円 欠席のお詫び。

星野 雄 1,000円 菊池さん、前

回の卓話の印象がとっても強く

残っています。本日も楽しみに

しています。

加藤文幸 4,000円 前回欠席のお

詫び。結婚記念品ありがとうご

ざいます。ちなみに、10月18日

が４７回目の結婚記念日です。

笠倉正弘 1,000円 菊池さん卓話初めてと思います。

宜しくお願いします。

高木 巌 1,000円 写真ありがとうございます。

菊池正明 1,000円 先週無断欠席にて。

柳澤克臣 1,000円 菊池さん卓話楽しみにしていま

す。バッチ忘れました。

笠倉正弘 1,000円 財団BOX

笠倉正弘 1,000円 米山BOX

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 11,000円 166,000円 177,000円

財 団 1,000円 41,000円 42,000円

ポ リ オ 0円 17,000円 17,000円

米 山 1,000円 39,000円 40,000円

周 年 0円 10,000円 10,000円

合 計 13,000円 273,000円 286,000円

◇ 鈴木康仁社会奉仕委員長

社会奉仕委員会より引き続きお

願いを申し上げます。

１０月１６日（火）７時３０分

より長谷川農園で「いものつる刈

り」を行ないます。

７時半より行なっておりますの

で後ればせでも結構です。沢山の

方のご出席をお願い申し上げます。

尚、１０月１８日（木）は「おも掘り帯会」の当日

です。三浦ロータリークラブの一大イベントですので

沢山の会員又はご家族、社員の方々のご参加を期待し

ております。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

◇ 菊池正明会員

菊池でございます。

初めての卓話と言うことで、何を

話したら良いのかなと考えており

ました。自分も原稿を書いて卓話

や講義をするのは不得意とすると

ころでございまして、今日は原稿

を書いては来ませんでした。尚且

つ初めてなので、私の生い立ちと、今までの職業につ

いてお話させていただきたいと思っております。

私は、九州熊本で昭和２５年生を受けまして、父親

の仕事の関係で千葉県千葉市に在住しておりました。

私が学校を卒業して陸上自衛隊に入隊致しまして、千

葉県習志野にある第１空挺団とゆう非常に珍しい部隊

に１８年ほど勤務致しました。

どうゆう事をやる部隊かと説明を求められれば、簡

単に言って飛行機からパラシュートで降下して、自衛

隊ですから作戦行動をすると言うような部隊でした。

若い時は死に物狂いで、肉体的にも精神的にもキツ

イ部隊でしたので、日本の平和とか防衛とか考える余

裕も無く、日々過ごして参りました。

パラシュートで飛行機から降りる、降下するところ

を説明致しますと、私が入った頃はＣ－４６と言うプ

ロペラの飛行機で、高度３５０メートル、時速２００

キロ、新幹線並みの速度の飛行機からパラシュートを

付けて飛び出すとゆうよ

うなことです。

その後、時代が近代化

しまして、Ｃ－１とかＣ

－１３０と言うジェット

輸送機から降下（ジャン

プ）するようになりました。ジェットになり時速も２

５０キロのスピード

になると、飛行機の

横扉を開け飛び出す

と体が「ドーン」と

持っていかれる、す

ごい衝撃です。約５

秒間で７０メートル

の速さで降下して行きます。高度３００メートル位の

高さから降下する時は飛行機の中にワイヤーが通って

いて、これに自動索というのを掛けて連続降下します。

自衛隊なので1個中隊１５０名ぐらいがＣ１３０になっ

てからは片扉４０名両扉８０名が、いちどきに連続降

下するようになりました。富士の演習場で降りたりす

るのですが1個中隊2個ｶﾞﾝｷ（2機の飛行機）で降りま

す。空挺団１６００人位居りますので編隊で連続降下

をすると、富士の裾野を覆い尽くすほどで降ります。

その中にはジープやら火砲やら弾薬など降ろすのです
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が、日本に一つしかない部隊なので、北は北海道、九州、沖

縄、武山駐屯地、防衛大学などに降下したことがあります。

これはある意味の展示降下（効果）で、広い意味の広報活動

での効果でもあります。

これが普通の連続降下で、他にＦＦ、フリーフォールと言

う言葉で表現しているスカイダイブがあります。約１万フィー

ト,３千メートル以上の高さから夜間又は昼間、バートルと

いうローターの２ツ付いた大型のヘリコプターで、３千メー

トル、富士山の高さから降下し４０秒後に落下傘を開くと言

う訓練なども行ないました。

その間に陸曹以上、昔の

軍曹以上（習志野では２等

兵から伍長までは義務化な

し）は空挺のレンジャー課

程と言う、今まで以上に

厳しい訓練を半年間やら

されました。この訓練は飲まず食わずで千葉県の鋸山を徘徊

するような訓練で、今思えば若い時は何でも出来たんだなー

と言う気持ちがあります。

私達が勤務している間に起こった思い出深いものに、三島

事件が有ります。市ケ谷の東部方面総監部で起こった、割腹

して首をはねられた事件と、北海道にミグ２５がソ連から亡

命飛翔してきた時に、あーこれ、軍隊なのだなーと感じたの

は、空挺団として待機命令が出

て、実弾が配備され、そのまま

入間の飛行場から千歳に離陸す

る寸前まで待機命令がかかった

ままの時でした。これはソビエィ

トが最高機密の航空機を奪回に

来るのではないかとゆうことで入間で飛行機に乗ったまま待

機させられたのですから。その外勤務していた中で思い出深

いのが日航機御巣鷹山の事故です。あの時、自衛隊では前日

の夕方、日航機が御巣鷹山に激突した情報は得ていたようで

すが、日本の軍用機等々が夜間飛行をするのは制限をされて

おり、それに、あそこは県境なので行政の絡みもあり、なか

なか入れなかったのですが、翌日に私達の３中隊がヘリボー

ンであの尾根に降りたのでした。降りたのですが遺体の判別

は付きませんでした。あれだけの衝撃で飛行機が激突すると、

五体満足な遺体はまずありません。金属片とかあらゆる破片

で人間の体はばらばらにされ、泥まみれで真っ黒になり手足

の判別さえ出来ない状態でした。

あの時、女の子１人を佐久間と言う私達の後輩がヘリで吊

り上げ助けたのですが、あの時期は夏の季節で、翌日から腐

敗臭がただよい夜間風下では寝ていられる状態ではありませ

んでした。これが戦場なのかな！戦場よりヒドイのではなか

と感じました。

私の習志野空挺団の思い出としては、初動対処、如何に早

く動くかが、如何に大切か問われていまして、有事の際一朝

一夕何かが有った時、すぐ行動が出来ることを問われていま

して、非常に緊迫していた１８年間だったなと感じています。

これが非常に思出深い、若い時の今の自分がある、礎を創っ

た、学校では教えてくれなかった教育ではないか、そして、

先輩の奥さんから家内がよく言われたことが、夜どんな夫婦

喧嘩をしても、翌日は笑顔で「いってらっしゃい」をしなさ

いと。これは、この間ＴＶでも航空自衛隊の救難の砦と言わ

れる連中が居りますが同じことを言われていました。嫌なこ

とを翌日に持ち越さない教えだと思って下さい。

航空救難の連中も第１空挺団に来て落下傘訓練やヘリでホ

バリングしていて船の上に降りる、不整地や山の上、屋上に

降りるなど非常に厳しい訓練を受けていますし、東京都消防

局のレンジャー達も同じような訓練を受けに空挺団に来ます。

１８年ほど勤務していた自衛隊を意を決して離職して、今

やっています「三雅」と言うスポーツ用品、施設の会社を創

りました。当時は無謀だと、自衛隊上りが出来るものか？と、

よく兄に言われましたが、図らずも２０期を迎えまして健全

に地域に社会に役立つ会社が出来たかなと思っています。

私共も、ただ鉢巻から爪先までのスポーツ用品を売るんで

すが、併せて体育施設だとか色々なＴシャツやトレーナー、

各イベントのデザイナーを手掛けています。

この頃になって初めてデザイン関係をやっていて良かった

なと思います。なぜかと言うとデザインの良し悪しで、たか

がＴシャツ１枚でそのイベント行事が活気付いてみたりしま

す。これからの時代、いろんな形で皆様も企画したり販売し

たりすることが多いと思いますが、この事は考えられたら良

いと思います。

よく家の父が医者と坊主とは親しくしなさいと申しました。

お坊さんは死んだとき行く事だけでなく人生の迷いだとか、

お医者さまも同じです。人生で悩んだ時に医者と坊さんに相

談すれば以外と解決されると父が言っていました。病気になっ

た時、死んだ時にお寺に行くのは能がない、坊さんと仲良く

して色々な事を知識として聞きなさい、とよく言っておりま

した。そのようにソフト、解決策を色々な形で反映させる事

は良いのではないか、それは行政なども然りだと思います。

在り来たりな事、向こうの市が、こっち市が、やっているか

ら右え倣えではなく、奇想天外な事を考えるのも一つの活性

化ではないかと思います。ウチみたいな後発の、公務員あが

りの人間が創った会社が、未だにあらゆる所で認知され、活

気づいているのは、デザインと云う部分、そして、尚且つ、

お客さんに育てられて来た部分を紐解けば、意外と、ハード

な形ある物を売るばかりでなく、形の無いものを具体化して

相手に提供して行くことが非常に喜ばれ、今後色々な形で活

性化するんではないかと感じています。

私は、今年の８月３０日に２０期目の決算を終えて、会社

の代表を退いた訳ですが、社内では会長職でと言う事で残っ

ております。皆さんには笑はれるかもしれませんが、今漁師

の見習いをやっています。ほんとうに！

松輪で、松輪の間口で専業漁師をやろうと思っています。

なぜかと申しましと、私は三崎に引っ越して来て、釣が好き

で間口港とか江奈に行きますと、知り合いの漁師さんから、

よくオカズを持ってけ！と鯖や金目を貰い、非常に温かい言

葉で非常に新鮮な感激がありました。三浦にしか無い言葉だ

なと思いました。そしてその魚が一匹有る事によって一晩二

晩食事が出来る、「いなだ」であれば二日間三日間楽しめる。

鯖であれば二日楽しめる。この有難さは三浦に来て感じた事

です。この様な事が、６０歳を前にして第一次産業に身を置

いて老体に鞭打って船の上で、自分の船で釣をして水揚げを

して。さぞ好いだろうなと思った事が漁師になろうとした根

源です。間口港などでも８０何才かの、我々から見れば相当
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なじい様が、ボロ船で松輪サバを釣っている「出来

るんだ！」それを見たときは、ある意味の感激でし

た。

歳を取ったからこそ、体を動かし、指先で針を巻

いて、無事に港に帰って来る。そういうことをやっ

て見ようかなと、ここ何ヶ月間か仲の良い漁師さん

の船で松輪の鯖を釣りに行って見たり、良い時には

５００キロぐらい釣れ、悪い時は、一昨日ですか、

海ホタルのヨットの様な形の建物の所まで行っても

４匹釣った、など笑っちゃうんですけど、こうゆう

日もあるんだなどと、これが自然相手であり、また

恵なのかな？何時も何時も５００キロ３００キロが

二人で釣れるもんじゃない。良く笑い話で松輪の漁

師さんに言うんですよ、この秋谷から自分の船で走っ

てみて、定置網が無いのは松輪の前だけですと、秋

谷から長井、小網代にしても定置網がある。やっぱ

り松輪の漁師の誇りと言うか伝統漁法は一本釣りな

のかな、言い訳がましく、あそこは潮が早くて定置

網は入れられないと言いますが、東海大の水産学部

の教授などに聞けば、今時、潮が早かろうが遅かろ

うが網を入れる技術は幾らでも有る、水産立国日本

なんだよと言います。

そう言う意味で、松輪の漁師さんは資源を大切に

する。自分達の獲れる大きさだけしか獲らない。

小さい物は獲らない。網って物は一網打尽に、何で

もかんでも獲ってしまう。まき網操業などは鯖など

は一回に、１千トン、５００トン獲ってしまう。

だけど、松輪の漁師は２００キロ３００キロも獲

れば満足して、今日の稼ぎになったと氷に入れて大

事に持ってきて、大事に水揚げして出荷している。

非常に類稀な港だし、非常に松輪と言う処は三浦市

をはじめ神奈川県も誇りを持って育てて欲しいなと

感じています。これは松輪だけでなく、何処の港も、

金目を獲っている三崎の漁師さんもいます。そうゆ

う獲ってきた物を大切にする、より高値で売買され

て行くことが、食の安全、食の豊かさを、これから

問われて行く事になるのではないかと感じています。

この頃、埼玉にしても何処でも農家などは、仮に、

菊池農園の菊池正明が作った「かぼちゃ」でっせ、

と言うような売り方をしていますし、牛肉にしても

豚肉にしてもそう、これからは誰々さんが獲った

（作った）何処の港に水揚げされた「鯖」です「鯛」

です「金目」ですと言うような時代になるのではな

いかなと感じてますし、そうそうなって欲しいなと

思っています。ソレが第１次産業の人達の苦労に報

いる部分ですし、後継者が育つことに繋がって行く

と思います。

最初に戻りますが、私達、習志野の自衛隊も体力

勝負の部隊だったので漁師さんも農家も、私どもの

会社も最初に創った菊池と言う社長が何時までも居

るとゆうことは、若い人が育たないとゆうことで、

今年８月３０日社長を退いて、尚且つ若いのに責任

を持ってやれということでやらせました。

松輪なども見ていますと、若い高校を卒業した子

達が、親の仕事を継いでいます。若い力が育つとゆ

う所は繁栄するのかなと感じますし、それを狙いま

す。 三浦半島を見ると農家が多い、商店主も多い、

その中で色々な新聞を見ると、市の財政が悪い、何

が悪いといっても産業とか事業主に夢を見させる市

であるとゆうことが大切であり、市で出来ないので

あれば、民間主導型で色々な形でやってゆくことも、

要は我われロータリークラブの一員として課せられ

た課題なのかなと感じます。

私なんか、偉そうな事が言える立場ではないので

すが、若いときから現役でやって来たことを返り見

れて、又新たな夢として、後２０年頑張れれば良い

かなと思います。振り返ってみれば私は２０年２０

年２０年の周期で仕事をやってまいりまして、よく

漁師さんに「よぉ菊池よぉ後２０年頑張ればよぉ、

俺ぐらいにはなれるよぉ」と言われます。昭和１５

年代の人達も多いのでやってみようかなと思ってい

ます。

ロータリークラブも入会させてもらって見て、若

い人をもっと勧誘して、そして、ロータリーという

今までの視点ではなく、若い人だったら身近なこの

地域だとかを視点にして、ロータリーを通じて自分

達の企業の発展を目指すのも良いのではないかと感

じています。

つたない取り留めの無い話ではありましたが、こ

れからも、いろんな意味で、私も四捨五入すると６

０才です。皆さん共々、何かにチャレンジをして、

そして、新たな発想で、三浦とゆう町が活性化出来

ればと思っております。

自己紹介と私の今までの経験した職業について、

お話させていただきました。 終り

右の船はヤンマー

の最新型です。

宣伝？

P4

編集雑感 論客は古武士の風貌、その経験と実績から滲み出た味、卓話を拝聴して良く解りました。

小学校は戦時中、修身を学んだ我等の世代には納得して聞ける卓話だと思います。それにしても、180度

転換して漁師になろうとは！やはり古武士です。好きこそ物の上手なれ、頑張って下さい。 f.kato


