
◇ 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
〒238-0243三浦市三崎2丁目22番16号

◇ Tel 046(881)5111 * Fax 046(881)3346

◇ Website * http://www.miura-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 なし！

◇ 鈴木正孝会長

皆様こんにちは。先週の芋掘り

例会お疲れ様でした。芋のできも

良く、事故も無く、招待した障害

者の方々も喜んで芋掘りを楽しん

で頂く事ができました。苗植えか

ら始まり今回の収穫まで沢山のメ

ンバーの参加、協力により無事終える事が出来ました。

鈴木康仁社会奉仕委員長、始め皆様本当にありがとう

ございました。今後もこの素晴らしい継続事業が続く

よう願っております。

尚、今年度は当日参加できなかった会員や長期欠席

の会員にもお芋を手分けして配り、事業への参加意識

を共有できたと思います。

10月17日第１グループの三役会に出席してきました。

１、会員増強について

２７８０地区では８月末で純増 ２８名

第１グループでは純増 ２名（三浦 1名）

退会防止の一つとして、クラブでは、新人会員の

認証式をセレモニー的にし、仰々しく重々しく行

う。スポンサーと会長が挨拶し、その後バッジを

胸につけるそうです。皆から歓迎されていると感

じるそうで退会防止に繋がるそうです。

入会を妨げる一つとして、会費の問題があります。

第１グループでは５クラブは年間240,000～280,0

00円ですが横須賀は180,000円と低めに設定して

います。今後さらに下げたいとのことでした。

２、中越沖地震被害への支援結果

支援金80,848,686円を第２５６０地区（被災地）

へ送金済。

使途は先方で検討中（ロータリーからの支援金で

あることが明確になるよう検討）

３、ロータリー米山記念奨学会の承認状況について

８０％以上賛同すれば承認となるが、より多くの

クラブの賛同を得たい。

４、青少年交換募集状態について

定員８名にたいし6名の応募あり。

５、ＧＳＥ応募状況について
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定員4名のところ７名の応募あり。

６、地区補助金申請状況

応募３１クラブ。１３クラブが選ばれる。

７、ＣＬＰの導入状況（クラブ数）

導入済み ２１、準備中２０、今年度検討委員会

を設ける ２、関心なし ３、

以上が今日の会長報告です。

会場より質問？、ＣＬＰのように略号での場合、日

本語での解りやすい説明を求む！

◇ 芹川直行幹事

※ガバナー月信

※クラブ創立30周年記念誌ＤＶＤ

横須賀南西ロータリークラブ

※2006～2007年度青少年交換学生受

入れ決算書 横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

※2780地区ロータリアン絵画展出品

のお願い

※週報 横須賀・葉山ロータリークラブ

※例会のお知らせ 横須賀北・横須賀西・横須賀南西

葉山ロータリークラブ

※コンサートのご案内 NPO法人アジア芸術文化協会

※パフォーマンスのご案内 ハッピー吉沢

◇

会員総数３１名 本日出席１４名

本日欠席１４名 出席率５０％

ＭＡＫＥ ＵＰ

川名会員 村山会員 吉田重穂会員

菊池恵会員 笠倉会員 加藤会員

秋本会員 星野雄会員 本山会員

高木会員 吉田益夫会員 柳澤会員

佐藤会員 菊池正明会員

以上のMakeupにより出席率は１００％となります

◇ 川﨑 昇委員長

川﨑 昇 1,000円 いも掘り例会

おつかれ様でした。加藤さん写真あ

りがとうございます。

相澤静夫 2,000円 前回欠席のお

詫び。おいも頂きありがとうござい

ました。

高木 巌 1,000円 写真ありがと

うございます。

柳澤克臣 1,000円 佐藤さん卓話楽しみにしていま

す。

星野 雄 1,000円 佐藤会員、卓話楽しみにしてい

ます。

芹川直行 1,000円 加藤さん写真ありがとうござい

ます。

鈴木康仁 1,000円 いも掘り例会たくさんのご参加

大変ありがとうございました。無事に終わりホッとし

ている所です。加藤さん写真ありがとうございます。

鈴木康仁 1,000円 財団BOX

松崎貞男 1,000円 財団BOX

吉田益夫 1,000円 財団BOX 芋掘り皆さんご苦労様

でした。おかげで沢山食べさせて頂きました。加藤さ

ん写真ありがとう。

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 8,000円 177,000円 185,000円

財 団 3,000円 42,000円 45,000円

ポ リ オ 0円 17,000円 17,000円

米 山 0円 40,000円 40,000円

周 年 0円 10,000円 10,000円

計 11,000円 286,000円 297,000円

◇ 鈴木康仁社会奉仕委員長

つる刈りから始めました「芋掘

り大会」には沢山の会員のご参加

有難うございました。

ご覧の通り、写真でも見られま

すように盛大なうちに無事行なう

ことが出来ました。

衷心より厚く御礼申し上げます。

つきましては、過日、会長に同行して長谷川さんの

お宅へ来年度の畠使用の交渉に行ってまいりました。

長谷川さんの現在の構想では、畠の山側に観光農園

の事務所を造り、現在の「芋畠」の一部を開放する計

画もあるようです。ＲＣには場所は変更になるかもし

れないが畠の提供は致します。とのご回答を頂きまし

たので来年も継続して、この事業は出来ると思います。

◇ 秋本清道直前会長

芋掘り大会に関しまして、当日

「県立三浦臨海高校」の生徒２名

が手伝いにまいりました。１人が

時間を間違えたり致しましたが、

その中の一人が夜電話をかけて来

て、障害者の方々と触れ合う経験

が出来て良い勉強になりましたと

言う、お礼の電話でしたので報告

致します。
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◇ 佐藤 隆会員

縁あって三浦地区のロータリークラ

ブに入会出来、各界の名士である皆々

様にお近付きになれた事を光栄に思っ

ています。又、過日におきましては、

芋掘り例会と良い汗をかく事が出来、

微力ながらお役に立てたのかと、体の

傷みより感じております。

私ども信用金庫には、福利厚生とし

て共済会という組織があり、年中行事で芋掘りがありますが、

その時は何の苦労もなく根を引っぱれば取れる状態にあり、

何も感じなかったのですが、今回蔓刈り、収穫と２回参加さ

せて頂き、農業の大変さを体で実感するとともに、この様な

大変な仕事に従事する農家の方々に、改めて感謝の気持ちが

わきました。又、苗植えから収穫まで一貫して携わってきた

鈴木奉仕委員長他、皆々様方に敬意を表紙ます。次回からは

皆様から「よくやった」といわれる様奉仕活動に尽力します。

私ども信用金庫は、ロータリークラブと同じ様に地域密着

型金融機関として地域社会への奉仕を基本理念として同様な

活動を行なっています。組織としてボランティアサークル

「ふれあい」といる組織があり、当金庫職員１５２名が加入

し、海上自衛隊上層会、少年工科学校の生徒、横須賀米海軍

基地所属の方、地元の中高生、洒落弁会、ハンディキャップ

よこすか及び地域住民の協力を得、１回あたり平均３０８名

の参加者をもって、三浦海岸、和田長浜、観音崎海岸、久里

浜海岸などの地域の環境美化に努めております。海岸清掃以

外に緑のボランティアのお手伝いでは、鎌倉風致保存会開催

の鎌倉永福寺跡地清掃、御谷山林草刈、他団体からの参加者

との交流を図り環境美化に努めております。福祉、バザー等

の手伝いでは、横須賀市肢体障害者協会主催のバザー、久里

浜矯正展、神奈川県立しらとり園オープンデー、神奈川県立

武山養護学校サマープログラム介護のお手伝い及びフェスティ

バル、横須賀産業まつり、のたろうフェアーのイベントでポッ

プコーン、綿菓子を販売し売上金を社会福祉協議会に寄付し

ております。ちなみに武山養護学校のサマープログラム介護

のお手伝いでは、日頃御苦労されているお母様たちに自由な

時間を作ってあげようとの企画で養護学校の先生とボランティ

ア会員にて一日生徒たちの面倒を見ています。その他にも営

業区域内に居住する公共交通機関などを利用することが困難

な高齢者、障害者などの交通手段の確保の一助とする為、ス

トレッチャー付自動車「ボランティアサークルふれあい号」

の利用料を無料で貸出し、福祉の向上を図っております。又、

メセナ活動として、金庫全体において年１回「市民コーラス

と歌手の集い」と称し歌手を招き、地元コーラス団体の発表

の場を持ちお体の不自由な方々の御招待などを行っています。

今年は森山良子様をお招き致しました。又、藤沢の遊行寺で

毎年秋に行われる「すすき念仏と薪能」を全面的に後援して

います。演者の手配から、観覧申込みの受付、入場券の配布

及び会場整理などのお手伝いを地元の皆様とともに行ってい

ます。なぜこの様な活動をお話ししたかと申しますと、今後

ロータリークラブの奉仕活動の一助になる団体がある事をお

伝えしたかった訳であります。ボランティアにおいても色々

な活動があると思いますが、ボランティア活動は自己満足で

はなく受けた方が満足する活動でなければ意味がないと思い

ます。私達は地域貢献にお役立出来るものであればどこへで

も馳せ参じますので、来年の野外活動のお役に立てれば幸い

と存じます。

この会に入会して４ヶ月足らず、柳澤会員同様私の事をよ

く知って頂きたい為、履歴を含め自己紹介をし、後半は信用

金庫の代表として会員となっておりますので、皆様にもっと

信用金庫の事を知ってほしいとの思いがあり、この場をかり、

信用金庫の生い立ち他信用金庫の宣伝をさせてもらいたいと

思います。

まずは自己紹介から始めさせてもらいます。私は昭和３０

年１月１６日生まれ。横須賀上町にある後藤産婦人科医院で

産声をあげ、現在５２歳であります。少子化傾向により、産

婦人科は減少傾向にありますが、後藤産婦人科は今だ存続す

る希少ない病院であります。汐入生まれの汐入育ち、生まれ

てこの方汐入を離れた事はありません。前回の卓話で柳澤会

員は大阪方面他色々な地域に転勤され、御苦労と色々な経験

をしたなと感じましたが、自分におきかえますと、私の通勤

エリアは横須賀、横浜、一時期北加瀬という川崎地区の経験

をしましたが、通勤時間は長くて１時間１５分、現在の三崎

支店におきましては１時間と通勤で苦労した思いはありませ

ん。汐入小、坂本中学、高校は鎌倉学園であります。私も小

さい頃は当時はやりの野球少年でありまして、小学校よりずっ

と野球を続けておりました。高校につきましては、当時坂本

中学の２年先輩が鎌倉で春の選抜甲子園に出た方がおりまし

て、自分も甲子園に行くぞとの思いで選びました。私は、中

学時代ピッチャーで打順は一番と野球には自信を持っていま

したが、坂本中学のレベルは通用せず、１年で挫折してしまっ

た事を記憶しております。大学は高輪にある明治学院に入学

しました。知る人ぞ知るヘボン式ローマ字のヘボンさんが創

立者であります。卒業生として「破戒」「夜明け前」の作家

島崎藤村がおります。又、自分の同年代と近い卒業生として、

森田健作、アルフィーの３人などがおります。学生時代を想

い起こしますと、覚えたのは酒、マージャン、タバコとろく

な事はやっておりませんでしたが、北は北海道、南は福岡ま

で幅広く人の出会いがあり、今でもつき合いがある事が宝で

す。又、大学に入ってからも軟式野球同好会に入り野球は続

けておりました。同好会とはいえレベル高く中には当時阪急

ブレーブスより６位で指名を受けた人もおり、レギュラーに

はなれませんでした。当時野球の結果は首都大学野球軟式野

球の結果として東京スポーツにのっておりました。ちなみに

１回ホームランを打った結果がホームラン佐藤と固有名詞で

載り今でもその新聞記事はとってあります。

そして昭和５３年現在の前身みうら信用金庫に入庫しまし

た。入庫した時の最初の店は、他の新入職員がみんな自宅近

くに配属されましたが、なぜか私の場合、自宅近くでない浦

賀支店の配属となりました。浦賀支店は、当時造船不況の煽

りを受けリストラの嵐吹きまく大変厳しい環境であり、最初

に行く店として気持ち的にガッカリしました。その当時３０

～４０歳代の人に退職金が入り、その方々に「定期をやって

ください」との切り口で夜間店周をやりましたが、定年でも

ない方に又その方の人生が今後どうなるか不安な時期に当方

の一方的な成績の為に定期推進する方法、先輩たちは淡々と
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やっていましたが、私は気の毒という気持ちが強く一

言も発せられず入庫早々自分には向いていないと退職

を考えたものです。そんな私も今年で勤続２９年。来

年４月、３０年で勤続表彰を受ける予定となっており

ます。入庫当時、世間知らずと言うか、親戚に税理士

がいた関係で多少当時の伊藤理事長を知っているから

という理由で、理事長に入庫の挨拶をしておいた方が

良いとの言葉をまに受け、菓子折片手に理事長宅に挨

拶に行った事があります。その時理事長はいらっしゃ

らなかったですが、奥様よりお言葉だけと菓子折をつ

きかえされた事を記憶しております。当時支店長にそ

の話をしましたら、よくそんな大それた事が出来たな

と驚かれました。理事長は謹厳実直な方で支店長さえ

も一目置く存在であったそうですが、知らないとは恐

ろしいという事を学びました。

社会人になってからも野球は続けました。金庫にも

野球部というのがあり仕事とともに充実した２０代を

送ることができました。毎年５月に信用金庫大会があ

り、当時は大会があるたびに出ると負けの状態であり

ました。そんな時を何年か経験したのち、ある日、江

川擁する作新学院の様になったのであります。横浜高

校出身で愛甲の控え投手であり、又関東学院大学では

準完全試合を成し遂げたとういう人物が入庫したから

です。俄然チームは強くなり、組合せによっては優勝

を争うまでになりました。彼の言葉からすると軟式は

ピンポン球を扱うごとく強く握ると握り潰すような感

覚であり、軽く握らないとうまく投げられないとの事

でした。それでも速球については１４０Ｋは出ていた

のではないでしょうか。勝利の味を覚えた私たちは、

無謀にも当時発足した、又私の集金先が会長となった

早朝野球連盟に加入してしまったのです。当時は朝食

も食べられる、ゆっくり職場に行っても怒られないと

いう思いがありましたが、徐々に加盟したことを後悔

する様になりました。試合会場は不入斗公園か大津グ

ランドと私は汐入に住んでいた為それ程苦にはならな

かったのですが、人によっては横浜からくる人もおり、

試合開始が朝６時である為、自宅を３時半頃出て途中

途中でみんなを拾うという作業があり、大変だった人

もおりました。そうした事の積み重ねか、野球が好き

とはいえ苦痛となり試合があるたびに今日は雨が降っ

てほしいなと祈る様な気持ちとなり５年程で脱会し、

会長に詫びを入れた記憶があります。早朝野球をやめ

ると同時に、合併により人材も揃ってきた為野球部も

やめました。やめると同時に運よく結婚する事が出来、

今は妻と息子1人の３人家族でくらしております。

来年で結婚２０周年、勤続も３０周年という事で私

にとって記念すべき年となりますので、日頃あまり出

来ないニコニコボックスには大枚での寄付を考えてお

ります。子供の名前は聖徳太子の十七条の憲法の「和

を以って貴となす」より和貴と名付けました。たまた

ま思い浮かんだ言葉より名付けましたが後々考えてみ

ますと、私の１歳の時に亡くなった父の名前が和之と

申しまして、又その当時は大相撲の貴ノ花の黄金時代

であった事を考えますと、父の一時とその当時の流行

力士で組合せ出来、自分でもうまい名前が出来たなと

感心しております。青春時代のほとんどを野球ですご

し仕事の思い出は何もなかたったのかとお思いの方も

いらっしゃると思いますが、若い頃の失敗は数しれず

エピソードもいっぱいありますが、ここでは自分の名

誉を考え割愛させて頂きます。しかしながら野球で培っ

た精神は、闘争心を掻きたて情熱をもって仕事にあた

る事が出来ましたし、野球という団体競技を通じて、

みんなで力を結集して全力で取組む事が、事を成し遂

げるという事を覚えました。

続きまして、信用金庫の生い立ち他、信用金庫の事

をもっと知ってもらいたいとの気持ちがあり、お話し

しようと思いましたが時間となってしまいましたので、

最後に信用金庫について一言述べて終わりにしたいと

思います。皆さんは信用金庫の金庫の意味をごぞんじ

でしょうか。大半の方はかねぐらや盗難、火難を防ぐ

ための鉄製の箱を思い浮かべると思いますが、信用金

庫の金庫は別の意味をもっています。１９５１年に新

たな法律によって信用組合が信用金庫になる時、「庶

民銀行」や「信用銀行」「協同銀行」などの名前の案

が出ました。しかし、「銀行」と名乗るに抵抗を感じ

ていた時、当時の大蔵省の舟山正吉銀行局長が「オリ

ンピックのメダルには「金」「銀」「銅」があり、銀

はすでに銀行が使っています。それに銅庫でもおかし

いから、この際、政府機関しか使っていない「金庫」

という名称を新しい門出に贈りましょう」と助け船を

出したということです。将棋の駒の「銀将」のように

「銀」と「成金」を使い分けるのではなく、信用金庫

は地域という「王将」のすぐそばにあって裏のない

「金将」でありたい。信用金庫の職員は政府機関と同

じ「金」であることの自信と誇りと情熱を持って地域

のお客様に接してもらいたいという処から名付けられ

た金庫なのです。私たちは、この言葉の意味を深く受

け留め今後とも三浦市活性のお手伝いが出来る様職員

一同頑張ってまいりますのでよろしくお願い致します。

P4

編集雑記 三浦ロータリークラブの目玉事業である「いも掘り大会」が成功裏に終り、やれやれと思う間も

なく来月は「公式訪問」の月に入ります。今回の週報の実質編集長は事務局の山田さんです。委員長は手抜

きして写真のみ調整掲載致しました。次回は職場見学で消防署関係の写真集になる予定です。 f.kato


