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2020 年 8 月 6 日　第 2808 回

◇ 国際ロータリー会長
　　　 ホルガー・クナーク
              (Herzogtum LauenburgMölln RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　久保田　英男（鎌倉 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　田邉　一三（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓土田　成明
　　　副 会 長︓奥山　浩司
　　　幹　　事︓加藤　隆史
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓秋本　清道
　　　副委員長︓鈴木　正孝
◇ 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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2020 年 8 月 6 日　第 2808 回 例会

◇　点　　鍾　12時 30分
◇　ロータリーソング　『奉仕の理想』
◇　四つのテスト唱和
◇　ゲスト・ビジター紹介　　
　　　第一グループ ガバナー補佐　田邉　一三　様

　

 会長代理報告　　　　　　　　会長　土田　成明

皆さん、こんにちは。
まだまだ新型コロナウイルスが猛威
を奮っており、このまま緊急事態宣
言が起きないことを願っております
が、もしそうなった場合は、例会も
様々な形を考えていかなければなり
ません。
また、今回の座席配置になりますが、
今までは一回の会議室で行っておりましたが、コロナ
の影響でなるべく広い会場で、距離を取った方が良い
ので暫く 4階の会議室を使用することにしました。

 　幹事報告
＊お誕生日お祝　　　
　　　大石精一 会員 S30.8.5　      奥山浩司 会員 S28.8.15
　　　長島満理子 会員 S45.8.24　福地宏章 会員 S54.8.29
＊入会月お祝　大石精一 会員 2017 年
＊横須賀南西ＲＣ　第 1961 ～ 1964 回週報　　
＊横須賀北ＲＣ　9月例会のご案内　　
＊新型コロナウィルス感染症に関するとも事務所対応のお知らせ
＊会員増強・新クラブ結成推進月間リソースのご案内
＊ロータリーレート　1＄＝105 円

対面ではなく、一方方向を向いて食事をとっていただこうと思っています。
商工会議所の会議は弁当を持ち帰るという策を取っていますが、ロータリークラブの例会は大目に見てもらっ
ています。
今までと違う形のウィズコロナとともに形を変えてロータリーを行いたいと思います。
本日はガバナー補佐の田邉さんにお越しいただいております。27日はガバナー公式訪問となります。
質疑応答ができればと思っていますので、時間が許す方はご出席お願いします。
ジャガイモ掘り、着々と準備を行っておりますが、暑い中体調に気を付けながら、イモ植えをお願いします。
情報が錯綜し、戸惑うことが多々あります。コロナウイルスを分かろうとするのではなく、コロナとともにど
う過ごしていくのか考えて、判断し、ロータリーの進め方を考えていきましょう。
以上、会長報告でした。
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・土田成明　田辺ガバナー補佐、本日はよろしくお願い
　します。
・奥山浩司　田邉ガバナー補佐ようこそ三浦へお越しい
　ただきました。本日よろしくお願い致します。
・加藤隆史　本日もよろしくお願いします。
・松崎貞男　田辺ガバナー補佐、ご苦労様です。　
・相澤静夫　本日もよろしくお願いします。
・鈴木正孝　田邉ガバナー補佐、本日はお暑い中ようこ
　そ三浦へおいで下さりありがとうございました。お話
　楽しみにしております。
・鈴木康仁　田邉ガバナー補佐、一年間よろしくお願い
　致します。大変ですけれど頑張って下さい。　
・笠倉正弘　田邉ガバナー補佐、ようこそ三浦へ。
・藤喜代司　ガバナー補佐 田邉さん、ようこそ三浦へ。
　よろしくお願いします。
・岩野　明　田邉ガバナー補佐ようこそ。本日はよろし
　くお願い致します。
・秋本清道　田邉ガバナー補佐、お役目ご苦労様です。
・長島満理子　本日もよろしくお願いします。
・石崎勇吾　第 1グループガバナー補佐 田邉様、
　ようこそ三浦へ。本日は宜しくお願い致します。
・奥野隆一郎　田邉様、卓話宜しく願いします。
　入会月お祝い頂きました。
・岡本一朗　田邉ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致
　します。

ニコニコ BOX 集計報告
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本　日　 前回まで　 累　計

　卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一グループガバナー補佐　田邉　一三　様

皆さん、こんにちは。
横須賀ＲＣ　第一グループガバナー補佐の田邉でございます。
私は、小学校から高校まで横須賀で過ごしておりましたが、夏休みは、三崎の歌舞島で過ごすなど、三浦市に
は思い出深い場所でもあります。
久しぶりに三浦市へ来ることができ、とても懐かしく、
そして嬉しく思います。
みなさん、どうぞ宜しくお願い致します。
今年度のロータリー会長、ボルガー・クナークさんは、ロー
タリーを楽しむための一番の方法は、協議会などの参加
や国際大会などの大勢が出席する会に奉仕プロジェクト
や例会などでも皆さんが多く集まれば活気に沸いて、楽
しい時間を過ごすことができ、様々なアイデアが生まれ
てくると思います。
三浦 RCは、ここ数年で新会員が増えてきていますので、
新会員の方には積極的に参加していただけると、よりク
ラブの活性化につながるのではないかと思っています。

 出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・会員総数：30名　　本日出席：16名　　本日欠席：14名　　出席率 53.3％

支援物資贈呈式　8月 12日
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時は過ぎ 2009 年。自分にとって大きな事件が起きました。長年続いていた三崎の花火大会が消滅したのです。
仕事柄、直接的に売り上げが下がる事もそうですが、幼少の頃よりこの花火大会は特別なもので、都会に住む
同級生に唯一誇れる花火大会であったことから、とても大切なものを失ったような気持ちなりました。
細かいことは伏せさせていただきますが、当時の花火の担当者から私の投資に火をつけられるような言葉をい
ただきまして、「よし、じゃあやってやるよ！」と思い、その 2か月後には JC に入会しておりました。
今現在、( 有 ) 香山通産としてファミリーマート三浦三崎店、ガソリンスタンド新港給油所、まぐろ料理、庄和丸、
そして駐車場や店舗のテナント管理をしております。
ファミリーマートはおかげさまで契約から 10年が経ち、間もなく店舗の大型改装に入らせていただけるほど地
域に愛していただいているお店となりました。
ガソリンスタンドは、元売り業者がM&Aにより顧客が増えました。
庄和丸は親族より引き継いだ形となりましたが、まぐろ切符の躍進や旅行代理店からの団体客誘致など連日多
くの方にご来店をいただいております。
しかし、いずれも薄利多売な分野であり、今よりももっと多くの売り上げを目指し、ホームページや SNS を有
効に利用していくことや従業員のホスピタリティの醸成など課題は多くあると感じております。
JCに入会し 10年以上が経ち、今こうして理事長として活動させていただいていることに幸せを感じています。
そしてその活動の中で多くの方と出会い、多くの経験を積ませていただき、花火大会という継続的な三浦の経
済活動をさせていただけている事にも感謝しています。
組織という枠組みでは、三浦商工会議所青年部、うろこ会、先日は法人会の申込書にもサインをさせていただ
きました。
いろいろな業種の方と繋がりを持つことができ、切磋琢磨できる組織の活動に大いに魅力を感じています。
本年度、三浦 JCはスローガンを「全身全霊」～己を鼓舞し、愛する地域のために～と掲げさせていただき、会
員同士の密なコミュニケーションや会員が前向きに参加するのが楽しみになってしまうような組織を目指して
おります。
今月２２日には継続事業である、献血事業。SDGｓを軸としたまちづくり事業。
青少年の健全な成長を促す事業など多くの事業を予定しております。
２０１８年より開催してきました、城ヶ島大橋ライトアップ事業は、三浦市、京浜急行電鉄㈱、三浦商工会議
所の皆様、そして市民の皆様より多くの反響をいただき、３月 8日には恒常的に照らすことができる LEDライ
トの取り付けを三浦市、城ヶ島区の皆様が行ったくださいました。
この事業、当初は JC内でも「無謀である」「うまく光るのか」など賛否両論の中、開催された事業でありましたが、
勢いと、まずやってみよう！の精神が実った事業でありました。
JCは４０歳で卒業を迎える組織であり、２６歳で入会した私もそろそろ終わりが見えてきた中ではありますが、
JCで養った経験を活かし、とにかく目の前にきたチャンスをビビることなく捨てることなく、どんどんチャレ
ンジしていきたいと思います。
連日コロナウィルスの報道がされています。
JCの事業は次々と中止になり、会議などもインターネット
を使用したWEB会議。
私の商売も最前線で影響を受けておりますが、一生懸命毎
日を過ごしていれば、
決して乗り越えられる壁はないと信じ、今後の展望とさせ
ていただきます。
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