
◇ 国際ロータリー会長

Wilfr id 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 三浦商工会議所 ３ 階 ホール

◇ 例会場所＆事務所住所
〒23 8-0 243 三浦市三崎2丁目22番 16号

◇ Tel 046 (8 81) 51 11㈹ ・ Fax 0 46( 88 1) 334 6

◇ Websi te＊ht t p:/ /www .m iu ra- rc . jp

◇点 鐘 １２時３０分

◇ロータリーソング『それでこそロータリー』

◇ゲスト・ビジター紹介

『ございません』

◇

皆様今日は、会長になりまして

２ヶ月経ちましたが未だ慣れず、

この席につくと結構緊張しており

ます。今回会長報告としては特に

はございません。

最近感じたことをお話しさせて

頂きます。私が入会して１０年少

しになりますが最初はロータリーは毎回毎回なんて寄

付が多いのかな？と思っていました。お金ばかり集め

ているように感じ不満を持ちつつ過して来たのですが、

会長になりましてからは、この１年間は特に大過なく

無事に静かにあまり大変でなく会長職を次の方にバト

ンタッチしようかな、と思っております。

今まで先輩方がやってこられた形をそのまま踏襲し

てゆけば無事１年間はやって行けるだろうと思ってお

りました。しかしこの前、菊池正明さんのお話が非常

に斬新で刺激的な意見をおっしゃっておられました。

あのお話を聞き、大過なく１年を過ごそうかな静か

にしていようとと思っていたのを「どーん」と胸を衝

かれたような気がして、これではいけないよな！と少

し改めて考えました。菊池さんのお話にロータリーは

認知度が低い、外から見ても解からないのではないか

と内容がありました。確かに、米山だ財団寄付だと沢

山のお金も寄付し、炎天下「いも畑」では雑草刈りだ

の額に汗してお金を出すだけでなく泥にまみれて努力

もしている訳でもあります。しかし、その割りには社

会的に認知はされていなく勿体ない気がします。努力

してお金を払っているのですから見返りを求めてはい

けないが、もっとロータリーは良いことやっているな

と感じてほしいと思います。このような話が伝われば

新入会員の獲得にも当然つながることだと思います。

ＲＣは基本的に奉仕団体ですから自分からアッピー

ルっしてこの様な良い事をしているよとは言いづらい

事ですが意義のある活動を続けて、もっと良く知って

もらう事ともう少しはアッピールしても良いのではな

いのかなと思っております。なお、菊池さんのご意見残暑きびしく、癒しの空間を写真で演出します。
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は入会間もないご意見でして、ロータリーの中からの意見で

はなく、外から見たＲＣに対するご意見のような気がします。

ですから我々長くいるメンバーでは解からないような刺激的

なご意見が述べられたのではないかと思われます。しかし、

そのような外から見たＲＣの視点も我々は考えて行かなけれ

ばならないと思います、その意味からも先日のご意見は参考

になったと思います。

今年度のガバナーがＣＬＰ，ＤＬＰを導入するにあたり、

組織の簡略化、効率化するだけでなく、これが一つの転換と

なって大きな改革をして下さいと仰っておられました。

今回ＣＬＰで組織を替えましたけれど内容的にはそれ程替

えてはおりません。しかし、新しい人達の意見を取り入れて

新しい風を吹き込んで良い方向に目を向けて行きたいと考え

ております。今、年間スケジュールは決まっていますが、皆

さんでご意見を出し合い委員会に関係なく理事会にも関係な

く言っていただき、より良いものにしてゆけば良いと思いま

す。話が飛びますが、会員拡大について私も何人かの方々に

声をかけております。その内の２名の方から会費について聞

かれました。年間２４万円と答えたのですが「それは厳しい」

と返って来ました。実はその方はＪＣの卒業したばかりの方

でしたがＪＣの会費が年間１２万円でも大変だったのにＲＣ

の２４万は払えませんよと仰っておられました。もう一方は

年間２４万ではキツイヨと言われました。私が感じた事です

が、この返事は断るための口実ではなく実際家計が大変な事

なのだなと思いました。会費の高額さ、入ってからの米山だ

財団だﾆｺﾆｺ寄付など,こう言った部分も新入会員獲得のネック

になっている部分もあるのかなと感じました。いろいろ問題

はありますが皆様も真剣に身近な方から声をかけていただき

拡大増強に取り組んで下さい。

この様に、新しい仲間を増やし、新しいご意見をもっと取

り入れて楽しいロータリー活動に繋がって行けば良いなーと

考えております。

◇ 芹川幹事

※ロータリーの友

※週 報 横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

※例会場変更のお知らせ

横須賀・横須賀北・

横須賀南・横須賀西・

横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

◇ 岩野委員長

会員総数31名 本日出席16名

本日欠席12名 出席率 57.1％

ＭＡＫＥ ＵＰはございません

ので出席率は５７．１％となり

ます。

◇ 川﨑委員長

秋本清道 1,000円 本日卓話を

させて頂きます。

村山智城 2,000円 先週欠席の

お詫び！昨日、息子が新潟の災

害を受けた寺に見舞いに行き、

帰路、先祖の墓参りに行きまし

たところ、先祖の墓二本が倒れていました。ショック。

高木 巌 5,000円 母の葬儀にご会葬いただきありがとうご

ざいました。100パーセントバッチありがとうございました。

柳澤克臣 1,000円 前回欠席しました。

鈴木康仁 1,000円 本日早退のおわび

秋本清道 1,000円 財団BOX

村山智城 1,000円 財団BOX

秋本清道 1,000円 米山BOX

村山智城 1,000円 米山BOX

村山智城 1,000円 周年事業特別BOX 「ダメ。ゼッタイ」

秋本清道 1,000円 ポリオ撲滅BOX 僕を忘れないでね。

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 10,000円 106,000円 116,000円

財 団 4,000円 19,000円 23,000円

ポ リ オ 2,000円 10,000円 12,000円

米 山 4,000円 22,000円 26,000円

周 年 2,000円 5,000円 7,000円

計 22,000円 162,000円 184,000円

◇高木 巌会員ご母堂逝去のごあいさつ

母が亡くなりましたが、生前

皆様方には大変お世話になりあ

りがとうございました。母は明

治４５年生れでございましたの

で満９５歳でした。通夜、告別

式にご参列下さり、ご焼香賜り

厚く御礼申し上げます。

◇ 笠倉会員増強委員長

三浦ＪＣより連絡事項がござ

います。JC創立４５周年にＯＢ

合同の祝賀式を行い、小泉前総

理を招きＯＢと現役との交流を

図るシニア会を通じ招待が参っ

ておりますので、この機会に会

員増強も図るよう努力いたしま

すので、OBの方ご協力下さい。

◇ 秋本清道会員

入会して１３年が経ちまし

た。卓話も何度かさせて頂き

ましたので、話もなくなって

しまったのですが、新入会員

の方もおられるので自己紹介

をしながら、昨年度会長を努

めさせて頂いての感じたこと

など、一つ一つの話の関連性

はなくなりますが、いろいろな話をさせて頂きます。

Ｓ２５年６月１３日生れ、双子座、五黄の寅年（のわりに

はやさしい人間に育ちました？）5代続いた和菓子製造小売業

で６代目になります。息子が来春７代目に向けて専門学校に

行く予定です。

４５年前当クラブの認証式の時にボーイスカウトでプラカー

ドを持ちました。その時からクラブに縁があったのかと思っ

ています。会長をさせて頂くにあたり「教育」に関してのテー

マを持たせてもらいました。子どもが小３の時、ＰＴＡに関

わって以来、小学校４年間、中学校３年間、高校３年間やっ

て来たこともあり、このテーマを持ってクラブがどう関われ

るのか考えてみたいと思いました。

ＰＴＡでいろいろな保護者と接してきました。多くの方は

いっしょうけんめいですが、ごく一部の親は、子どもをほう
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りっぱなし、学校に無関心、しかし何か事が起こると

一番大騒ぎをして、結果、自分が恥をかく等、けっこ

うあります。本来こんなことは家庭で教えなければな

らない基本的なことを、学校で指導しなければならな

い等、これが現実です。

三中に職場見学として学校訪問をしました。授業参

観をし給食を食べ先生と懇談しました。その時、子ど

もたちのアンケートの中で、朝食を食べているかにつ

いての調べで、食べない子が非常に多いことに問題有

りとのことで学校が力を入れ、本年の調査では食べて

来る子が増えて来た結果が出たそうです。

食べるか、食べないかがどう違うのか、子どもたちの

学校での落ちつき、生活態度が大いに変化して、勉強

に集中できるそうです。食の大切さが大きく表れる例

だと思います。食事をする、これは家庭での基本です。

親が忙しいと、この基本的なことをかまけてしまって

いる様です。

木村会員には、県議として県の教育行政についてお

話しを頂きました。神奈川県教育ビジョンにも関係あ

ると思います３っの柱について1年経ってどう進んで

いるのか、又お聞きしたいと思います。

次に三浦市のウォーナンプール姉妹都市交流の話で

す。派遣学生が今年も先月１７日帰国しました。

本年はクラブのお土産としてミニ大漁旗を持って行っ

てもらいました。来月１3日の夜間例会で派遣報告を

予定してもらっています。先日連絡があり、当日予定

が組める子が3名いるようです。せっかく積極的に手

をあげてくれていますので、報告が3名になるかも知

れません。例会時間が少し伸びるかも知れませんがご

理解をいただきたい。また、クラブのＰＲもかね、保

護者の方の出席もお願いしています。

この事業、クラブとしてもっと大きな取組みが出来

るのではないかと思います。本年青少年育成委員長を

担当させて頂いていますので、お知恵を頂ければと思

います。９月の新世代のための月間に合わせて頂きま

した。

又、話はかわります。臨海高校の岡崎校長に新任か

ら1年経っての感想等お話を頂ました。そのことがきっ

かけで、本山会員の大きなご努力で横浜銀行三崎支店

での生徒のインターンシップ（職業体験）をさせて頂

きました。本山会員には非常に力を入れて頂き、ただ

銀行での作業をするだけでなく７０枚からのレジュメ

を用意して頂き、他の支店や、市場の荷揚げ作業や

魚商と銀行のかかわりあいなど、いろいろ工夫をして

頂きました。神奈川新聞にも取り上げられ、本山会員

はロータリークラブが関わっていることを話してくれ

たそうですが、その件は書かれていませんでしたので、

皆さん記者に会ったら一言いっておいて下さい。

浜銀さんも継続して頂けるそうです。クラブを通し

て、子どもたちの将来にかかわれたこととうれしく

思っています。

昨日、須坂市の商店会の方がお見えになりました。

その中に須坂ロータリーの前年度正副幹事がおられま

したので、４５周年はクラブだけで行なった事を伝え、

記念に作ったポロシャツを４枚お渡ししました。

次に、先日、新会員の卓話を聞いて、新入会員に対

し、ロータリークラブの基本的な事を伝えるセミナー

的な事は必要なのかと感じています。クラブをより知っ

て頂き、発展的な活動が出来たらと思いました。

先ほど会長が新会員の感想の話をしましたが、新会

員に対するセミナー、ロータリーってこんな事をやっ

て来た、やっている等のひざを突き合わせて気兼ねの

無い話し合いをして、より理解をしてもらって共に目

的に向かって活動をして行けたらと思いました。

まだ少し時間があるのでサツマイモの話をします。

社会奉仕委員会の丹精込めた「いも畑」が昨日の雨で

生き返ったのではないかと思います。

サツマイモについて一言。例年の収穫は１０月中旬

に行っていますが、ちなみにサツマイモの日は１０月

１３日だそうです。１０月はサツマイモの旬です。や

せ地で育つ、台風に強いなど、１３にも及ぶ長所があ

ることにちなんで、１０月１３日が「サツマイモの日」

に定められたと言われています。

「栗よりうまい十三里」（十三里半とも言われる）と

言う宣伝文句があります。十三里はさつまいものこと

で、栗（九里）より（四里）うまい、９＋４＝１３の

シャレですが、サツマイモで有名な小江戸川越と大

江戸日本橋の距離が十三里あることに由来すると言う

説もあるそうです。

（社会奉仕農園の「いも」が豊作でありますように）
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編集後記 暑さは最高潮、体は最低調、冷房病なのか夏ばてなのか、それともいよいよ年老いたのか？

何はともあれ週報を次週発刊に間に合うよう、シャカリキに頑張るのみ！ f.kato

昨年実行された、三崎中学校の授業参観スナップ


