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◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　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 3 階ホール
　　　　　 〒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

2637.8-1

　

　２～３日前が４月の陽気という
事で２０℃、今日は１０℃と目ま
ぐるしく変わりますが、来週はま
た暖かくなるとの事です。
本日ゲストに三浦青年会議所（Ｊ
Ｃ）５５代理事長　長嶋崇氏をお
迎えしています。１月のＪＣ賀詞
交歓会で卓話依頼し、気持ちよく
受けて頂き本日おいで頂きました。
その時頂いたパンフレットでは、スローガンは「衝動」

 会長報告　　　　　　　　　　星野　雄　会長　　

副題として　～胸を張って歩こう！答えはあとからつ
いてくる～　となっています。
理事長所信抜粋には「青年会議所は自己研鑽の場であ
ります。自己を磨くことの基本は人との出会いである
と考えます。メンバーには多くの人と出会い、多くの
学びを吸収し、行動に移すことから始めていってほし
い。（中略）自分だけの発想では視野が狭くなり、そ
の可能性は限られたものとなります。私も青年会議所
での出会いや経験から学んだことがたくさんありま
す。」との言葉があり、失礼ながら「青年会議所」を「ロー
タリークラブ（ＲＣ）」と置き換えると年齢の上では
ＪＣは４０歳まで、ロータリは年齢無制限の違いはあ
れ、組織参加に対する思いは全く同じだなと感じまし
た。
本日の卓話の内容はお任せしてありますので分りませ
んが必ずや実りあるものと確信しています。
２５日はロータリーデーという事で、小網代の森清掃
散策行いました。
早朝は雪、みぞれという感じで「困ったな」でしたが、
スタートの１１時には日が差し始め、岡ガバナー補佐
に激励の挨拶を頂き「小網代の森には何度も来ている
よ」と豪語する横須賀北ＲＣの福島会員も応援参加、
尾瀬にも負けないというだけあって空気も良く、さら
にシーボニアでの昼食もおいしく非常に快適でした。
先週３日は移動夜間例会で豊魚亭さんにて行いまし
た。昨年まではお座敷でしたが今年は親睦委員長の発
案で楽なテーブルに変更、素敵な庭を見ながらお料理
おいしく頂いているうちに御当主の鈴木金太郎会員が
加わり和気あいあいの時を過ごしました。
次回のお楽しみは３１日金田漁港お花見例会です。

 幹事報告
＊神奈川県ロータリアン親睦テニス会開催案内
＊ロータリーレート
＊ソウル国際大会ホテル利用空きについて
＊横須賀南西ＲＣ週報　第1780回～第1784回
＊鎌倉中央ＲＣ会報　第1288号～1289号
＊ロータリー手帳お買い上げのお願い
＊ソウル国際大会ご案内　
＊横須賀西ＲＣ　横須賀北ＲＣ　例会ご案内
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もなく実家のお店に戻ってきました。青年会議所と出
会ったのは後輩に誘われてからであり、最初にみんな
でフットサルをやったのを憶えています。またその中
で学生時代に体育会系の部活で体験した上下関係と、
そんな青年会議所メンバーといる時間がとても心地よ
く、入会しました。
メンバーとして活動していく中でやはり理事、役職に
就くようになり、当初それは嫌だなと思っていました。
というのも、仕事やプライベートをもちろん優先して
おり、メンバーとのお付き合いというのを避けていた
時期がありました。懇親会は欠席してしまうというの
もしょっちゅうでした。そうすると、たまに出席して
も居場所がないのも続き、このままではいけないと思
い、積極的に懇親会も参加すると今までとは違う景色
が見え、居場所もでき、楽しく活動をすることができ
ました。
２００８年、初理事を受け、まちづくり関係の委員長
となり当時の理事長の掲げるスローガン「希望」の下、
事業を展開してまいりました。初委員長ながら事業と
して市民討議会という今後継続される事業の立ち上げ
をしました。初事業というのは過去のデータがなく、
手探りで事業構築をしました。その時の副委員長には
多く助けられたのは今でも感謝しております。
２０１２年には専務理事を受け組織の根幹とうものを
学びました。専務は理事長と常に行動します。そこで
見た光景がこれまでの青年会議所活動とは全く違う景
色であり、初めて理事長という役職を意識しました。
２０１５年には第６３回関東地区大会かながわ・三浦
大会を三浦にて主管し、２日間に渡り開催しました。
この大会は山梨県を含む一都７県の青年会議所メン
バー約７５００人が対象で、過去三浦で開催されたこ
とのない事業でした。まずは三浦という場所を県外の
方々にも知ってもらわなくてはなりません。積極的な
ＰＲをし、関東地区大会として過去最高人数の動員を
することができました。市内三崎町、南下浦町、初声
町を全て事業や交流会、式典や会議として使用するこ
とで来訪したメンバーに三浦を広く感じていただけた
と思います。今大会では多くの市民や各種団体にご協
力いただきました。無理なお願いも快く引き受けてく
れた団体ばかりでした。これもこれまでこの町に対し
活動されてきた諸先輩方の功績のおかげであり私で５
５代の理事長なのですが思い返すとその重みというの
を改めて感じます。
そして２０１６年度の三浦青年会議所の理事長を拝命
し、スローガンを「衝動」としました。衝動とは外部
からの刺激を受けて自らが行動することです。これま
で自分も色んな人と出会い多くの刺激を受けてきまし
た。そして青年会議所は市民意識変革の団体です。人
に、まちに、社会に刺激を与える団体であり続けます。

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 8,000 円    240,000 円 248,000 円
財      団 7000 円   84,000 円 91,000 円
ポ  リ  オ 0 円   15,000 円 15,000 円
米　　山 6,000 円   80,000 円 86,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 21,000 円   422,000 円 443,000 円

・星野　雄会員　
　気温が4月になったり3月になったり、メチャクチャ
　です。体に気をつけましょう。
　JC長嶋理事長、本日卓話楽しみです。
・松崎貞男会員　前回欠席のおわび。
・高木　巌会員　青年会議所長嶋理事長、ようこそ。
・芹川直行会員　連続欠席のおわび。
・鈴木康仁会員　
　ひ孫が誕生致しました。男の子で 2/29 生まれです。
　長嶋理事長、本日はようこそ。
・秋本清道会員　長嶋理事長ようこそ。本日よろしく
　お願いします。
・奥山浩司会員　長嶋理事長、卓話よろしくお願いし
　ます。楽しみです。
・菱沼国男会員　長嶋理事長ようこそ。

・会員総数：24名
   　本日出席：15名　欠席：9名
　　出席率 62.5%
・MAKE UP
　　藤喜代司（公共イメージセミナー）
により、出席率は 66.7％になります。

 卓　話　　　　浦青年会議所　理事長　長嶋　崇 さん　　　　　　　
こんにちは。星野会長を
はじめとする三浦ロータ
リークラブの皆様、本日
は卓話ということで貴重
なお時間をいただきあり
がとうございます。卓話
テーマはフリーでしたの
で、私がこれまで三浦青
年会議所で活動してきた
こと、そして今年度の事
業計画を述べさせていた
だきます。
２００５年、私はこの町に対し、希望も期待も不安感
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2016 年 3 月 3 日
　　　　　　　　　　第 2637 回 例会

今年度は５委員会、１会議体にて活動してまいります。
総務渉外委員会は組織の根幹であり、組織運営をス
ムーズに行っていく為、会議設営や裏方をしっかり支
えていただきます。
地域人財発掘委員会はメンバーの拡大をしておりま
す。まずはここの委員会が入会対象者の入り口となり
ます。
地域の魅力推進委員会はまちづくり系の委員会であ
り、２月には市長例会とし、横浜銀行の吉野さんをお
招きし、行政と企業と青年会議所の３つの視点で今後
のまちづくりの課題を話し合いました。
希望ある次代育成委員会は対象を子供たちとして活動
しております。３月にはサッカー選手をお招きし、あ
きらめない心をテーマに講演後サッカー教室を開催し
ます。
ＬＯＭの魅力発信委員会は広報をしております。例年
にない広報活動により広く三浦青年会議所をＰＲして
おります。毎月発行されるＭＪＣタイムズは一つの拡
大ツールにもなります。
人間力醸成会議にはメンバーに各委員長が所属し、例
会出席率向上に努めます。また、サンドアートも担当

となり例年にはない素晴らしい例会を現在企画してお
ります。
今年度は主に広報に力を入れております。まずは青年
会議所を知ってもらわなくては活動の意味、意義が伝
わりません。そして理解してもらってこそ入会に繋が
ると考えております。
より多くの刺激、そして衝動を与えられるよう活動し
てまいりますので今後も三浦青年会議所をどうぞよろ
しくお願いします。
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　 計 21,000 円   422,000 円 443,000 円

・星野　雄会員　
　気温が4月になったり3月になったり、メチャクチャ
　です。体に気をつけましょう。
　JC長嶋理事長、本日卓話楽しみです。
・松崎貞男会員　前回欠席のおわび。
・高木　巌会員　青年会議所長嶋理事長、ようこそ。
・芹川直行会員　連続欠席のおわび。
・鈴木康仁会員　
　ひ孫が誕生致しました。男の子で 2/29 生まれです。
　長嶋理事長、本日はようこそ。
・秋本清道会員　長嶋理事長ようこそ。本日よろしく
　お願いします。
・奥山浩司会員　長嶋理事長、卓話よろしくお願いし
　ます。楽しみです。
・菱沼国男会員　長嶋理事長ようこそ。

・会員総数：24名
   　本日出席：15名　欠席：9名
　　出席率 62.5%
・MAKE UP
　　藤喜代司（公共イメージセミナー）
により、出席率は 66.7％になります。

 卓　話　 　三浦青年会議所　理事長　長嶋　崇 さん　　　　　　　
こんにちは。星野会長を
はじめとする三浦ロータ
リークラブの皆様、本日
は卓話ということで貴重
なお時間をいただきあり
がとうございます。卓話
テーマはフリーでしたの
で、私がこれまで三浦青
年会議所で活動してきた
こと、そして今年度の事
業計画を述べさせていた
だきます。
２００５年、私はこの町に対し、希望も期待も不安感
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2016 年 3 月 3 日
　　　　　　　　　　第 2637 回 例会

今年度は５委員会、１会議体にて活動してまいります。
総務渉外委員会は組織の根幹であり、組織運営をス
ムーズに行っていく為、会議設営や裏方をしっかり支
えていただきます。
地域人財発掘委員会はメンバーの拡大をしておりま
す。まずはここの委員会が入会対象者の入り口となり
ます。
地域の魅力推進委員会はまちづくり系の委員会であ
り、２月には市長例会とし、横浜銀行の吉野さんをお
招きし、行政と企業と青年会議所の３つの視点で今後
のまちづくりの課題を話し合いました。
希望ある次代育成委員会は対象を子供たちとして活動
しております。３月にはサッカー選手をお招きし、あ
きらめない心をテーマに講演後サッカー教室を開催し
ます。
ＬＯＭの魅力発信委員会は広報をしております。例年
にない広報活動により広く三浦青年会議所をＰＲして
おります。毎月発行されるＭＪＣタイムズは一つの拡
大ツールにもなります。
人間力醸成会議にはメンバーに各委員長が所属し、例
会出席率向上に努めます。また、サンドアートも担当

となり例年にはない素晴らしい例会を現在企画してお
ります。
今年度は主に広報に力を入れております。まずは青年
会議所を知ってもらわなくては活動の意味、意義が伝
わりません。そして理解してもらってこそ入会に繋が
ると考えております。
より多くの刺激、そして衝動を与えられるよう活動し
てまいりますので今後も三浦青年会議所をどうぞよろ
しくお願いします。
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2016 年 3 月 10 日　第 2638 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　

　　( 公社 ) 三浦青年会議所　理事長　長嶋　崇　さん

◇ 国際ロータリー会長
　　　K.R.″ラビ” ラビンドラン（COLOMBO RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　田中　賢三（茅ヶ崎 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　岡　昌憲（横須賀 RC)
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓星野　　雄
　　　副 会 長︓松崎　貞男
　　　幹　　事︓鈴木　正孝
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓笠倉　正弘
　　　副委員長︓藤　喜代司
　　　委　　員︓長瀬　六朗　　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 3 階ホール
　　　　　 〒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
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　２～３日前が４月の陽気という
事で２０℃、今日は１０℃と目ま
ぐるしく変わりますが、来週はま
た暖かくなるとの事です。
本日ゲストに三浦青年会議所（Ｊ
Ｃ）５５代理事長　長嶋崇氏をお
迎えしています。１月のＪＣ賀詞
交歓会で卓話依頼し、気持ちよく
受けて頂き本日おいで頂きました。
その時頂いたパンフレットでは、スローガンは「衝動」

 会長報告　　　　　　　　　　星野　雄　会長　　

副題として　～胸を張って歩こう！答えはあとからつ
いてくる～　となっています。
理事長所信抜粋には「青年会議所は自己研鑽の場であ
ります。自己を磨くことの基本は人との出会いである
と考えます。メンバーには多くの人と出会い、多くの
学びを吸収し、行動に移すことから始めていってほし
い。（中略）自分だけの発想では視野が狭くなり、そ
の可能性は限られたものとなります。私も青年会議所
での出会いや経験から学んだことがたくさんありま
す。」との言葉があり、失礼ながら「青年会議所」を「ロー
タリークラブ（ＲＣ）」と置き換えると年齢の上では
ＪＣは４０歳まで、ロータリは年齢無制限の違いはあ
れ、組織参加に対する思いは全く同じだなと感じまし
た。
本日の卓話の内容はお任せしてありますので分りませ
んが必ずや実りあるものと確信しています。
２５日はロータリーデーという事で、小網代の森清掃
散策行いました。
早朝は雪、みぞれという感じで「困ったな」でしたが、
スタートの１１時には日が差し始め、岡ガバナー補佐
に激励の挨拶を頂き「小網代の森には何度も来ている
よ」と豪語する横須賀北ＲＣの福島会員も応援参加、
尾瀬にも負けないというだけあって空気も良く、さら
にシーボニアでの昼食もおいしく非常に快適でした。
先週３日は移動夜間例会で豊魚亭さんにて行いまし
た。昨年まではお座敷でしたが今年は親睦委員長の発
案で楽なテーブルに変更、素敵な庭を見ながらお料理
おいしく頂いているうちに御当主の鈴木金太郎会員が
加わり和気あいあいの時を過ごしました。
次回のお楽しみは３１日金田漁港お花見例会です。

 幹事報告
＊神奈川県ロータリアン親睦テニス会開催案内
＊ロータリーレート
＊ソウル国際大会ホテル利用空きについて
＊横須賀南西ＲＣ週報　第1780回～第1784回
＊鎌倉中央ＲＣ会報　第1288号～1289号
＊ロータリー手帳お買い上げのお願い
＊ソウル国際大会ご案内　
＊横須賀西ＲＣ　横須賀北ＲＣ　例会ご案内
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もなく実家のお店に戻ってきました。青年会議所と出
会ったのは後輩に誘われてからであり、最初にみんな
でフットサルをやったのを憶えています。またその中
で学生時代に体育会系の部活で体験した上下関係と、
そんな青年会議所メンバーといる時間がとても心地よ
く、入会しました。
メンバーとして活動していく中でやはり理事、役職に
就くようになり、当初それは嫌だなと思っていました。
というのも、仕事やプライベートをもちろん優先して
おり、メンバーとのお付き合いというのを避けていた
時期がありました。懇親会は欠席してしまうというの
もしょっちゅうでした。そうすると、たまに出席して
も居場所がないのも続き、このままではいけないと思
い、積極的に懇親会も参加すると今までとは違う景色
が見え、居場所もでき、楽しく活動をすることができ
ました。
２００８年、初理事を受け、まちづくり関係の委員長
となり当時の理事長の掲げるスローガン「希望」の下、
事業を展開してまいりました。初委員長ながら事業と
して市民討議会という今後継続される事業の立ち上げ
をしました。初事業というのは過去のデータがなく、
手探りで事業構築をしました。その時の副委員長には
多く助けられたのは今でも感謝しております。
２０１２年には専務理事を受け組織の根幹とうものを
学びました。専務は理事長と常に行動します。そこで
見た光景がこれまでの青年会議所活動とは全く違う景
色であり、初めて理事長という役職を意識しました。
２０１５年には第６３回関東地区大会かながわ・三浦
大会を三浦にて主管し、２日間に渡り開催しました。
この大会は山梨県を含む一都７県の青年会議所メン
バー約７５００人が対象で、過去三浦で開催されたこ
とのない事業でした。まずは三浦という場所を県外の
方々にも知ってもらわなくてはなりません。積極的な
ＰＲをし、関東地区大会として過去最高人数の動員を
することができました。市内三崎町、南下浦町、初声
町を全て事業や交流会、式典や会議として使用するこ
とで来訪したメンバーに三浦を広く感じていただけた
と思います。今大会では多くの市民や各種団体にご協
力いただきました。無理なお願いも快く引き受けてく
れた団体ばかりでした。これもこれまでこの町に対し
活動されてきた諸先輩方の功績のおかげであり私で５
５代の理事長なのですが思い返すとその重みというの
を改めて感じます。
そして２０１６年度の三浦青年会議所の理事長を拝命
し、スローガンを「衝動」としました。衝動とは外部
からの刺激を受けて自らが行動することです。これま
で自分も色んな人と出会い多くの刺激を受けてきまし
た。そして青年会議所は市民意識変革の団体です。人
に、まちに、社会に刺激を与える団体であり続けます。

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　岩野　明 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 8,000 円    240,000 円 248,000 円
財      団 7000 円   84,000 円 91,000 円
ポ  リ  オ 0 円   15,000 円 15,000 円
米　　山 6,000 円   80,000 円 86,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 21,000 円   422,000 円 443,000 円

・星野　雄会員　
　気温が4月になったり3月になったり、メチャクチャ
　です。体に気をつけましょう。
　JC長嶋理事長、本日卓話楽しみです。
・松崎貞男会員　前回欠席のおわび。
・高木　巌会員　青年会議所長嶋理事長、ようこそ。
・芹川直行会員　連続欠席のおわび。
・鈴木康仁会員　
　ひ孫が誕生致しました。男の子で 2/29 生まれです。
　長嶋理事長、本日はようこそ。
・秋本清道会員　長嶋理事長ようこそ。本日よろしく
　お願いします。
・奥山浩司会員　長嶋理事長、卓話よろしくお願いし
　ます。楽しみです。
・菱沼国男会員　長嶋理事長ようこそ。

・会員総数：24名
   　本日出席：15名　欠席：9名
　　出席率 62.5%
・MAKE UP
　　藤喜代司（公共イメージセミナー）
により、出席率は 66.7％になります。

 卓　話　　　　浦青年会議所　理事長　長嶋　崇 さん　　　　　　　
こんにちは。星野会長を
はじめとする三浦ロータ
リークラブの皆様、本日
は卓話ということで貴重
なお時間をいただきあり
がとうございます。卓話
テーマはフリーでしたの
で、私がこれまで三浦青
年会議所で活動してきた
こと、そして今年度の事
業計画を述べさせていた
だきます。
２００５年、私はこの町に対し、希望も期待も不安感
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2016 年 3 月 3 日
　　　　　　　　　　第 2637 回 例会

今年度は５委員会、１会議体にて活動してまいります。
総務渉外委員会は組織の根幹であり、組織運営をス
ムーズに行っていく為、会議設営や裏方をしっかり支
えていただきます。
地域人財発掘委員会はメンバーの拡大をしておりま
す。まずはここの委員会が入会対象者の入り口となり
ます。
地域の魅力推進委員会はまちづくり系の委員会であ
り、２月には市長例会とし、横浜銀行の吉野さんをお
招きし、行政と企業と青年会議所の３つの視点で今後
のまちづくりの課題を話し合いました。
希望ある次代育成委員会は対象を子供たちとして活動
しております。３月にはサッカー選手をお招きし、あ
きらめない心をテーマに講演後サッカー教室を開催し
ます。
ＬＯＭの魅力発信委員会は広報をしております。例年
にない広報活動により広く三浦青年会議所をＰＲして
おります。毎月発行されるＭＪＣタイムズは一つの拡
大ツールにもなります。
人間力醸成会議にはメンバーに各委員長が所属し、例
会出席率向上に努めます。また、サンドアートも担当

となり例年にはない素晴らしい例会を現在企画してお
ります。
今年度は主に広報に力を入れております。まずは青年
会議所を知ってもらわなくては活動の意味、意義が伝
わりません。そして理解してもらってこそ入会に繋が
ると考えております。
より多くの刺激、そして衝動を与えられるよう活動し
てまいりますので今後も三浦青年会議所をどうぞよろ
しくお願いします。
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