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BE THE INSPIRATION

　当クラブＪＴＢ益山支店長の小中学校時代から幼馴染で
ある白石康次郎さんを平塚ロータリー最終日の卓話で呼ぶ
ことができました。

　小学校時代から船乗りになる！を語っていたことを実現し、
1992 年 26 歳で世界一周単独無寄港の最年少記録人類最
小単位のたった一人で、「この大きな地球を相手にでき
る競技はこれしかない！」と思いヴァンデグローブへの参
加を 30 年夢見てきました。
その大会とは、フランスのヴァンデ県をスタート・ゴール
とした南半球を一周する世界一過酷な４年に一度のヨット
レースであり、もちろん日本人発参加で。
　当時のエピソード。スタート地点に「サムライ」の恰好
で行ったところ注目され、わざわざ応援にいらした皆さん
と少しでも長く居たい、顔を見せたい、と手を振り続けて
いたらスタートが遅れてしまいました。

過酷なレースの中、普段聞けない裏話もありました。
・実は船酔いをする
・赤道超えた時だけお祝いで八海山を一口飲む
・軽量のために、水を積まないので雨を飲み水にする
・睡眠は１時間以上寝ない、さらにベッドもなく床で睡眠
・日本人なので醤油と、みんなの応援色紙やお守りなど日   
   本人の愛でいっぱい
・軽量化のために乾燥米のアルファ米持参
・実はイカやトビウオが船に飛び込んでくるのを刺身で食      
   べるのが最高

「人類最終単位のたった一人で、この大きな地球を相手する」

卓 話

本日の卓話者ご紹介 ・クジラとの衝突事故が一番危険
・ひっくり返った時の対処方法
・自分を守るために医療講習やサバイバル講習を事前に受
   けている
・マスト１本 3000 万円
・スタートして帰還できるのは半分以下
・持っていけるセイルは８枚制限
・凪の夜は水面に星が映り360℃星で囲まれる
・最新のヨットは羽があり海面を飛び、８億円する　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど

残念ながら2016 年のヴァンデグローブでは、スタート約 1
か月後の12月４日にメインマストが折れ、この時点で出
場したヴァンデグローブはリタイヤとなりました・・・

前向きな白石さんの話は心に響きます。
「悔しいけど、この海が顔洗って出直して来いと言われた
感じです」「簡単なレースではない、しかし海は僕の命ま
で持っていくことはなかった」

　レースリタイア後、テレビ出演した白石さん。「僕が子
供たちに見せることができたのは見事な負けっぷり！」そ
して子供たちに、
「愚痴らない、腐らない、恐れないで」
「これからもチャレンジし続けることを忘れないで」
「自分に負けないでね、自分の夢に向かって頑張ろう！
僕もまだまだ頑張るよ」
とメッセージを送りました。

次は 2020 年 11月に出場予定
名古屋のＤＭＧ森精機（株）さんの支援などを得て、
20 億円の予算で世界最先端の新艇で勝負するそうです。

白石康次郎様、また本日で退会される益山会員、
転勤されるお世話になったホテルの大久保さんも
ご一緒に記念撮影

冒険家
白石康次郎様
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市内例会変更
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2月07日(木)
2月14日(木)

→移動例会　2月9日（土）　第8グループIM
卓話：　「世界とつながるダンス教室」
代表　中込孝規様

◎ロータリー日本財団と米山記念奨学会より2018年1月～
　12月まで皆様にご協力頂きました寄付金の確定申告用
　領収証が届いております。受付にてお受け取り下さい。

◎平塚美術館より特集展の土田泰子(つちだひろこ)展のチ
　ケットを2枚いただきました。
　ご覧になりたい方は受付にお申し出ください。

◎来週2月7日（木）は9日（土）開催されますIMへ移動例会と
　なります。
　当クラブがホストクラブとなりますので、会員の皆さんは
　平塚プレジール6階12時半集合です。

委員会報告

海洋冒険家　白石康次郎様
平塚西RC会長　成田　清様

2名

現在ございません

・職業奉仕委員会　　高橋賢二委員長
　3/7(木)会員健康診断。
　毎年、小笠原先生にご協力頂き実費のみの負担で診断
　出来ます。是非この機会にお申し込みください。

・青少年委員会　米山俊二委員長
　「第49回平塚市少年少女マラソン大会」が3月3日（日）に
　開催されます。
　本日お知らせを全員に配布してありますので、ご回答を
　2月12日（火）までに事務局までお願いいたします。

　日　時：2018年3月3日（日）　
　受　付：午前8:00より
　開会式：午前9:00
　閉会式：午後12:00（予定）
　場　所：Shonan　BMW　スタジアム
　　　　　（平塚競技場）正面玄関
　会員の方は8:30までに会場にお集まりください。
　お弁当の手配がありますので、ご返信を必ずお願い致し
　ます。

・会員研修委員会　馬上晋委員長
　2/20(水)米山梅吉記念館へのご出席、現在21名です。当日
　9時45分NTT前へご集合下さい。参加費5,000円は2/9の
　IM、2/14例会時あたりで集金します。ご協力宜しくお願い
　申し上げます。

・IM実行委員会　清水雅広委員長
　2/9(土)プレジールにてIM開催。13時～登録開始、関係者
　以外は13時30分、合同例会に間に合うようご来場下さい。
　IM関係者は12時30分集合です、宜しくお願い致します。

卓話者ご紹介

冒険家　白石康次郎（しらいし　こうじろう）様

1967 年     5 月 8日　東京生まれ鎌倉育ち
　　　       横浜国立大学教育学部附属鎌倉小・中学校
　　　       神奈川県立三崎水産高等学校
　　　      （現：神奈川県立海洋科学高等学校）
1993 年　史上最年少（当時 26 歳）
                    単独無寄港世界一周達成
1997 年　「レイド･ゴロワーズ」南アフリカ大会出場
  　　　　日本人最高の 11 位
2017 年　報道ステーション賞受賞
　　　　   その他多くの成績・受賞・メディア出演あり

常盤卓嗣、三荒弘道、米山俊二会員

　報道ステーション賞を何の結果も出していないのに受賞
(本人談 )。ここでも、負けっぷりを見せることを言及、完走
できなかった、マストが折れて敗北を味わった。だからこ
そ大きな学びがあった。せっかく負けたのだから逃げずに
悔しさを噛みしめることが人生だと思っています。

ユーモアたっぷりなトークと迫力のある映像であっという
間の 1時間でした・・・
アスリート選手にとどまらず人生観をしっかり持った、子ど
もたちに夢を与える大切な方だと感じました。

プログラム委員長　小林　誠
　プログラム副委員長として、自分の幼馴染である白石康
次郎に卓話を依頼した日が、まさか転勤前最終日の例会
になるとは夢にも思いませんでした。2020 年秋に白石が
活躍する姿を見て、平塚ロータリークラブが大好きなＪＴ
Ｂの支店長がいたことを思い出していただけたら幸いです。
２年間という短い間でしたが本当にありがとうございました。
日本が誇る海洋冒険家、白石康次郎の応援をどうぞよろし
くお願い申し上げます。

想像もつかなかった世界一周のヨットを見て、
そのスケールに感動（写真は同氏ホームページより）
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