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2019 年 6 月 20 日　第 2774 回例会

◇ 国際ロータリー会長
　　　バリー・ラシン （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　脇　洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　加藤　元章（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　康仁
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓秋本　清道
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓高木　　巌
　　　副委員長︓笠倉　正弘
　　　委　　員︓奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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インスピレーション
になろう

2019 年 6 月 20 日　第 2774 回 例会

◇　点　　鍾　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

　　　　三浦商工会議所　青年部会長　石渡　大輔　様
　

 会長報告　　　　　　　　　　　　鈴木　康仁
皆様こんにちは。
今年度通常例会は今日が最後とな
ります。
1年間秋本幹事に支えられなが
ら、なんとかやってきました。
また、会員の皆様には多大なるご
理解とご協力をいただき、本当に
ありがとうございました。
先日第一グループの会長・幹事会が横浜のレストラ
ンにて開催されました。
会長・幹事会もなんとか最後を迎え、補佐本人から

今年の今年のガバナー補佐は会長・幹事の中にガバナー補佐経験者二人もいて非常にやりにくかったとこ
ぼしていました。
また、18日の法人会総会の中、奥山増強委員長の強力なお誘いで、（株）勇信建設　代表取締役　石崎勇
吾氏がロータリークラブ入会をその場で決定し、加藤会員、阿部会員が立ち会い、成立致しました。
奥山委員長、次年度も増強よろしくお願い致します。
次週は、さよなら例会（豊魚亭）となりますので、皆様楽しく過ごしましょう。
今年度、ありがとうございました。
 幹事報告
＊横須賀南西ＲＣ　7月例会のお知らせ　　　＊横須賀北ＲＣ　7月例会のお知らせ　　＊横須賀西ＲＣ7月例会のお知らせ
＊横須賀ＲＣ　7月例会のお知らせ　　　　　＊米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知らせ　　
＊ハイライトよねやま　　　　　　　　　   　＊第 15回ロータリー日韓親善会議のご案内　　
＊2019-20 年度　地区ロータリー財団セミナー及び第 1回補助金管理セミナーのご案内
＊新橋演舞場　2019、2020 年講演のご案内　＊三浦市ウォーナンブール市青少年親善パーティー開催のご案内
＊第 2回三役会　議事録　　　　　　　　　　 ＊米山梅吉記念館　創立 50周年記念式典のご案内

 出席報告
・会員総数：26名　・本日出席：17名　欠席：9名　　　出席率 65.3％
・MAKE UP：鈴木康仁（社会を明るくする運動）、鈴木康仁（米山学友委員会2回）、鈴木康仁、秋本清道（会長幹事会）
　　　　　鈴木正孝（三役会）、奥山浩司（地区会員増強・会員維持セミナー）　以上により出席率は92.3％となります
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・鈴木康仁　1年間ありがとうございました。
　石渡会長本日はよろしく。
・高木　巌　良い天気です
・鈴木正孝　石渡会長、今日は卓話よろしくお願い　
します。
・秋本清道　石渡会長ようこそ。
　本日よろしくお願いします。
・土田成明　早退します。

・藤喜代司　石渡会長さん、今日は卓話楽しみにしています。
・奥山浩司　石渡会長、卓話よろしくお願いします。
　ポールハリスフェローを頂きました。ありがとうございます。早退のお詫び。
・長島満理子　石渡会長、本日はよろしくお願いします。卓話楽しみにしています。
　決してプレッシャーをかけているわけではありません。
・加藤隆史　大ちゃんファイト！青年部卒業したらロータリー入会ね。

ニコニコ BOX 集計報告
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本　日　　前回まで　　累　計

　卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦商工会議所青年部　会長　石渡　大輔　様
皆様こんにちは。
三浦商工会議所青年部本年度会長を務めております、石渡大輔と申します。
三浦商工会議所青年部は、商工会議所の中の部会として会員事業所の経営者や役員、後継者の 18～ 45歳の方々
に入会資格があり、地域経済の発展に寄与することが目的で活動していると承知しております。
とりわけ、青年部は若いメンバーが多いので、メンバーの経済人としての資質向上を目的とした研修活動や、
青年らしい新たな事に挑戦する事業を行うことが本会より期待されていると考えております。
青年部の事業は、私の解釈では大きく分けて 4つの活動があります。
交流事業、研修事業、地域貢献事業、拡大活動となります。
まず交流ですが、メンバー内の交流がございます例会が終了した後の懇親会だけでなく、スポーツを行い会員
同士の交流を図ったことがございました。
委員会などの事業の準備のための議論や協力がメンバー同士の信頼を高めていくと考えております。
また、青年部は全国組織ですので、全国の青年部のメンバーと交流していくことも可能です。
2年前には神奈川県連の会長として、藤太郎君を輩出し、私が入会してからはとりわけ神奈川とのメンバー同士

の交流が盛んな印象です。
他団体との交流では、昨年度は三浦青年会議所様との交流事業を行い、同
じ三浦の青年団体としてお互いどんな活動を行っているのかを知ることが
でき、今後の協力を誓い合うことができました。
次に、研修事業ですが、メンバーの経営者としての資質向上を目的として
毎年経営塾を開催しております。
次に地域貢献事業ですが、近年では 8月の三崎・城ケ島夏祭り、11月の
三崎港まち祭りへの参加が主な活動です。
11月の三崎港まち祭りでは、前年、青年部のオリジナルブランドとして開
発した「まぐまぐの実」を販売し、青年部の活動を地域にアピールしました。
この「まぐまぐの実」ですが、昨年開発し日本テレビや神奈川新聞などの
メディアに取り上げられ、三浦マラソンや県外である神田技芸祭～おとな
縁日～にも出店することができました。
次に拡大事業ですが、多くのメンバーが入会されましたが、三浦では 45
歳が卒業していく年となりますので、今年、来年と 14名のメンバーが卒
業していきます。
組織維持のためにも拡大活動が毎年の大きな課題となっています。

奥山浩司会員
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次に本年の回の方向性を説明するために、所信を読ませていただきます。
青年部令和元年度スローガン「共有」
私は 2016 年、三浦商工会議所青年部からメンバーのお誘いをいただき、入会いたしました。
それから僅か 3年ながら、委員長、副会長といった役職を拝命し、経験や多くのメンバーとの交流を重ねてま
いりました。入会してから、何もわからない私を支え指導していただいたメンバー、卒業された方々のお蔭で
達成感、充実感を味あわせてもらい、自分自身の成長に繋がっていきました。
振り返れば、この 3年間は三浦商工会議所青年部の大きな成長期にありました。2017 年には県青連会長を輩出
し、毎年たくさんの方に入会していただき、2年後の 40周年に向けて会としても着実に実を結びはじめてまい
りました。
しかしながら、多くの新入会員を迎えたからこその問題もあります。役員会で決定した事業への参加、委員会
活動への参加に意義を見出せず、入会はしたもののなかなか参加してくれないメンバーや発言を控えるメンバー
が多い印象です。
何のために活動するのか、商工会議所青年部とは何か毎年必ずぶつかっていく大きな問題です。そして歴代の
会長は真正面からその問題に取り組み乗り越えメンバーと思いを共有し会を一つにまとめてまいりました。
本年度は、三浦商工会議所青年部とは何か、なにを目的として活動すべきなのかをテーマにした研修活動、ま
た商工会議所の目的である地域経済の発展を目的とした経営塾の開催をつうじメンバーの経営者としての資質
向上を図ってまいります。
青年部活動は、地域に密着した活動をし、地域の皆様に必要な団体を目指していかなければなりません。
我々が住み、事業を営んでいる三浦は自然が豊かであり農業、漁業が盛んな素晴らしいまちです。しかし近年は、
人口の減少や隆盛を誇った漁業の衰退が著しくまちの発展が滞っております。地域経済の担い手の集まりであ
る商工会議所、その中でも若手経営者の集まりである我々青年部は青年らしい新たな発想の基、地域の経済の
発展のため新たな挑戦をし、地域に発信していかなくてはなりません。
毎年行っている地域貢献事業は、その為の活動です。8月に行われる三崎・城ヶ島花火大会への参加は多くの市
民に青年部の活動を知っていただく大切な機会です。この . 場で市民に対し発信力のある事業を目指していきま
しょう。
11月の地域貢献事業では、異業種の集まりである青年部のスケールメリットを活かし、産業の振興をテーマに
した活動を行い地域経済の発展に貢献していきましょう。
総務の活動は、青年部の基盤をなす活動です。本年は渉外活動には担当として出向理事に担っていただき、他
団体、県やブロック、日本とのパイプを担っていただきスムーズな活動を図ります。
委員会活動は、青年部活動の本質です。本年は委員会を一つとしこれまで総務、事業、研修、拡大と別れてい
た委員会活動を一つの委員会で体験出来る形を作り、会員の交流をより活発に行い 1年の委員会活動を通して
成長出来る活動を目指します。
　三浦商工会議所青年部は 38年前、崇高な理念の元設立し、発展してまいりました。その間多くの卒業生を輩
出してまいりましたが、卒業生と交流する事業は開催できておりません。これは会にとって、メンバーにとっ
て大きな損失であります。地域経済の発展に寄与してきた先輩との交流は、大きなメリットです。本年は、卒
業生との交流事業を開催し青年部の歴史、青年部のありかたを共に考える交流事業を行ってまいります。
　末尾となりますが、会長職を拝命するにあたり会長とは会としての活動の目標を掲げ、わかりやすくメンバー
に伝えていく事が最重要とかんがえます。会長という職に驕る事無く、メンバーと思いを共有し会を一つにま
とめる事をお誓い申し上げ所信といたします。
次に、今年度の活動計画を話させていただきます。
今年は、研修事業として 3回、地域貢献事業として 2回の事業を行ってまいります。
7月には親会である三浦商工会議所山下専務理事を講師としてお招きし、商工会議所とは、や、青年部設立の趣
旨などを聞き、ＹＥＧの原点を学びます。
青年部では入会 3年未満のメンバーが大半であり、青年部の会としての役割や、目的をメンバー全員で再確認し、
共有していくことが会の成長のために必要であると考え実施することにしました。
残り 2回の研修活動ですが、青年部という組織はメンバー一人一人の経営者としての資質向上のための研修活
動を行っていくことが大事ですので、過去に行った活動に捉われることなく今メンバーに必要な研修活動を行っ
てまいります。
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8 月には、三崎・城ケ島夏祭りに例年通り参加し、青年部の活動をアピールしてまいります。
近年では、8月・11月事業共に多事業への出店がメインとなっており、青年部としての独自の事業を行ってい
くことを目指してまいります。
拡大活動では、組織維持だけを目的とせず、新たなメンバーとの出会い、意見を頂き、様々な価値観を内包す
る青年部に成長することを目的に拡大してまいります。
青年部活動の一番良いところは、失敗できるところだと思います。
とはいえ、失敗を勤めているわけではありません。
青年らしく、新たな事に挑戦した上での失敗です。
本年度は今までおこなってきた事業や価値観も大事ですが、他業種の集まりである青年部の強みである様々な
価値観をだせるように、メンバーが意見を言いやすい環境を作り、メンバー一人一人に役割のある活動を目指
して活動してまいります。
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