
◇ 国際ロータリー会長

李 東 建 （ソウル漢江RC)

◇ 国際ロータリー第2780地区ガバナー

山 地 裕 昭 (足柄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 石 井 伸 二 (横須賀北RC)

◇ 三浦ロータリークラブ

会 長 鈴 木 康 仁

副会長 内 騰 隆 之

会長ﾉﾐﾆｰ 笠 倉 正 弘

幹 事 星 野 雄

◇ 広報委員会（広報 .雑誌 .I T）

委員長 加 藤 文 幸

副委員長 芹 川 直 行

事務局 山 田 香

◇ 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

◇TEL046(881)5111㈹ ＊ FAX046(881)3346
◇ Website : http://www.miura-rc.jp

本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 15,000円 63,000円 78,000円

財 団 8,000円 17,000円 25,000円

ポ リ オ 3,000円 9,000円 12,000円

米 山 12,000円 20,000円 32,000円

周 年 0円 3,000円 3,000円

計 38,000円 112,000円 150,000円

◇12時30分 開 会 点 鐘

◇国歌斉唱

◇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

三浦市長 吉田 英男 様

◇ 鈴木康仁 会長

皆さんこんにちは。本日は吉田

三浦市長さん、ロータリークラブ

へお出でくださいまして、ありが

とうございます。後ほど卓話を大

変楽しみにしておりますので、よ

ろしくお願い致します。

先週、８月１２日に第１グループ

第１回三役会へ行って参りました。

そちらの報告をさせていただきます。

１．ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問

として１２月４日を予定しております。ガバナー補佐

訪問は１１月２０日となっております。

２．地区大会について

開催日：１０月４日（土）・５日（日）

会場：大磯プリンスホテル

地区大会当日は、須坂ロータリークラブの３０周年記

念式典と重なってしまいましたので、内騰副会長に地

区大会へ会長の代理出席をしていただきます。

セミナーのご案内が何件かきております。委員長の

方はご出席をお願い致します。

３．青少年交換学生について

昨年の例会でウオーナンブール派遣報告をしていた

だいた、鈴木あやさんがぜひ留学したいとの事なので、

出来る限り協力させていただきたいと思いますので、

皆さんもよろしくお願い致します。

４．研究グループ交換（ＧＳＥ）チームメンバー募集

研究グループ募集のご案内がきておりますので、興味

のある方はよろしくお願い致します。

先程、今年度会長がかわられた、ソロプチミスト三

浦の会長さん他３名の方がご挨拶にいらっしゃいまし

た。ぜひともよろしくお願いしますとの事です。当ク

ラブも今年度まちづくりのお手伝いという事をテーマ

にしておりますので、何か一緒に出来ることがありま

したらと言うことでお話しさせて頂きました。
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ポール・ハリス・フェロー感謝状授与

内騰 隆之会員

◇ 星野 雄 幹事

※お誕生日お祝い

芹川 直行 Ｓ３１・８．２

北風 雄 Ｓ２０．８.２２

大石 精一 Ｓ３０．８． ５

鈴木 隆一 Ｓ３９．８.３１

※ガバナー月信 ※ＩＭ報告書

※クラブ計画書 横須賀北・横須賀南・横須賀西・

横須賀南西ＲＣ

※週 報 横須賀・横須賀北・横須賀南・横須賀西・

横須賀南西ＲＣ

※ローターアクトの日（９月１３日）

由比ガ浜海岸清掃活動のご案内

※ＪＩＣＡ

※公演のご案内 帝国劇場・神奈川芸術文化財団

◇ 内騰 隆之 副会長

会員総数２７名 本日出席１３名、

本日欠席１３名

出席率５０％、ＭＡＫＥ ＵＰ

鈴木康仁会員２回、吉田益夫会員・

鈴木正孝会員・加藤会員・芹川会

員・高木会員・秋本会員・松崎会

員・星野雄会員・菊池会員・本山

会員・内騰会員、各１回により、出席率は１００％

となります。

◇ 内騰 隆之 副会長

加藤文幸 母、加藤コウの葬儀に沢山の会員のご焼香

を賜り、誠にありがとうございました。祭り大好き

の母を木遣りで送りました。

吉田英男 本日はよろしくお願いします。

鈴木康仁 花火大会、その他ご協力ありがとうござい

ます。吉田市長、本日卓話楽しみにしております。

よろしくお願い致します。

星野 雄 吉田市長様ようこそ。本日卓話楽しみにし

ています。お盆が終わり、孫が帰ってやっと静かな

日々に戻りました。

高木 巌 市長ようこそ。本日早退のお詫び。

笠倉正弘 吉田市長、暑い中ごくろう様です。

菊池 恵 輝かしい年度の門出をお祈りいたします。

吉田益夫 吉田英男市長ようこそお出でいただきまし

た。スピーチ楽しみにしています。

芹川直行 急用で前回欠席しました。花火例会のお酒

もらいました。誕生日お祝いのお礼。

松崎貞男 吉田市長お忙しい中ようこそおでかけいた

だきました。

◇ 三浦市長 吉田英男 様

みなさん、こんにちは。

三浦市長の吉田でございます。

ロータリークラブさんの例会にお

招きいただき、感謝いたします。

本日は、「三浦市のシティーセー

ルスを通じたまちおこし」という

題で、お話をさせていただきます。

本題に入ります前に、私は、市長に就任させていた

だいた当初から、民間の効率的な経営手法を取り入れ

てまいりたいと考えておりまして、「株式会社・三浦

市」というコンセプトのもとに、効率的かつ効果的で、

市民本位・市民参加の政策実現を目指しております。

そして、「シンプル／スピード／サービスという３つ

のＳ」、「三浦市の都市環境を生かしたロハスな生活」、

「気候も人情もあったかいまち」というキーワードを

基本理念としております。特に、民の力をお借りして

課題解決を進めることが有効な施策については、積極

的に取り組んで参りたいと考えております。ちなみに、

平成１８年度から“ロハス”という言葉をキーワード

にして、いろいろな施策を進めておりますが、ロハス

というのは、「地球環境保護と健康な生活を最優先し、

人類と地球が共栄共存できる持続可能なライフスタイ

ルと、それを望む人たちの総称である。」と解説され

ております。私が最も力を入れてきている施策のいず

れもが、この“ロハス”を具体化していく事業であり

ますが、これには、三浦市の「市場価値を高める」と

いう狙いをもっているものであります。また、私は、

三浦の“あったかさ”を全国の皆さんに「もっと知っ

てもらいたい」、そして「三浦市を好きになってもら

いたい」、「三浦市に来ていただきたい、住んでいた

だきたい」という思いから、「シティーセールス」を

中心とした事業を推進しております。三浦市をアピー

ルすることはもちろんのこと、三浦市自身の魅力を向
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上させるように、「みうらスタイルプロジェクト」と

いう事業を立ち上げまして、現在、取り組んでいると

ころでございます。

まずは。「何故、シティーセールスなのか？」と言

うことについて、三浦市の置かれた地理的条件から見

て、私の考えをお話しさせていただきます。文化を生

み出す土壌や都市が発展する要素とは一体何かと考え

たときに、私は、その土地の立地条件が大きなウェー

トを占めると考えております。古来より、文化を創造

し、都市が発展してきたところは、いわゆる「クロス

ロード」（街道の交差点）であったと言えると思いま

す。実際に、シルクロード上の諸都市や、京都・東京・

ニューヨークなど、このクロスロードの上で発生、発

展してきた都市は多くございます。それは、このよう

なクロスロード、つまり“交差点”には、自然と人が

集まり、そこに住んだ人々も、次に来る人々から刺激

を受け、活動が停滞することがないからだ、と言われ

ています。つまり、人の流れは、「物流を生み、産業

を興し、都市を発展させていく」ということだと考え

られています。このことは、東京工業大学大学院の大

野隆造教授という方が、「都市では人々が集まること

によって価値が生み出される。」「それこそが都市発

生の原点といえる。」といわれていることや、京都大

学大学院の竹山聡（たけやませい）助教授が、「もと

もと都市は、モノ・人・情報を交換する場であり、都

市の本質はマーケットである。」と言われていること

からも確認できると思います。

逆に、ターミナル、つまり「終着点」の発展には、

限界があると言われています。なぜならば、終着点に

は、自然と人が集まることはないですし、交差点とは

反対の現象が起きてくると考えられているからであり

ます。言い換えれば「ターミナル」が発展するために

は、とても大きな条件が必要だと言えるかもしれませ

ん。それは何かと考えますと、私は「たえず人を呼び

込む都市としての魅力」や「他の都市にまねできない

独自の産業」などが、その条件と言えると考えていま

す。そこで、三浦市の立地条件を考えて見ますと、三

浦市は、神奈川県東部の南端に位置しています。三浦

半島の突端部分です。乗り入れている鉄道は、京浜急

行のみであり、三崎口は「終着点」となっています。

今のところ、首都高速道路等につながる自動車専用道

路もありません。つまり、わが三浦市は、さきほどお

話しいたしました通り「ターミナル・終着点」に位置

しているわけであります。ただし、先程お話いたしま

したように、「ターミナル」が発展するための条件と

考えております「たえず人を呼び込む都市としての魅

力」ですとか、「他の都市にまねのできない独自の産

業」というものを造りあげることができる“要素”が、

三浦市の中にはふんだんにあると考えております。そ

こで、このような地理的条件や都市環境にある三浦市

で、まちの魅力を対外的にＰＲしていくこと、すなわ

ち、シティーセールスは重要な施策として考えており

まして、現在、市内の事業者の皆さんはもちろんのこ

と、他の地域や大学や企業のみなさんとも連携しなが

ら、他の自治体では真似できないような、新しい「み

うらスタイルプロジェクト」事業を進めていきます。

この「みうらスタイルプロジェクト」を進める動機

について、お話いたします。率直に申し上げて、「内

需、つまり、三浦市の中にいる者だけで、まちを発展

させていくのは難しい。」という考え方をしています。

その理由のひとつとして、「中の人は、中に魅力を

感じていないのではないか？」と思うからであります。

「魅力を感じていない。」と言い切ってしまうと語弊

があるかも知れませんが、いつも住んでいる人たちに

とっては、この三浦市の「温暖な気候」も「すばらし

い景観」も『当たり前のこと』になっているような気

がしています。外の皆さんから注目される「マグロ」

や「ダイコン」も、私たちにとっては、『どこにでも

あるもの、いつでも手に入るもの』となってしまって

いますが、そうなると、すべてのものに『商品価値』

を見出せなくなってしまって、マーケットも縮小して

いきますし、人口も減少してきているというのが、現

状だと思っております。そこで、「中の人間だけでは

なく、外需による発展」を目指した施策が、「三浦ス

タイルプロジェクト」という事業になっています。三

浦の魅力である「人・まち・自然」を首都圏の人々に

プロモーションし、都会の人には希少な価値を持つと

言われる「あったかいまち」「ロハスな暮らし」など

をアピールすることにより、最終的には定住人口を増

やし、さらに『魅力ある三浦にしていこう』といった

取り組みをしています。また、外の人たちが入って来

て、三浦の魅力を認識してくれることで、中の人たち

のプライドを刺激し、『三浦っていいところだったん

だなぁ～』という、まちの価値を再発見してもらうこ

とも狙いの一つであります。実際に、後ほど少し、お

話しさせていただきます“フィルムコミッション事業”

などは、まさに典型な事業であり、すでにそれなりの

実績も残してきております。ハード面での、まちづく

りへの取り組みも行っておりますが、ソフト面の事業

としては、現在、この「みうらスタイルプロジェクト」

によって、シティーセールスを積極的に進めていると

いうところでございます。

今日は、その「みうらスタイルプロジェクト」のう

ち、いくつか代表的な事業をご紹介してまいりたいと

思います。

平成１６年度に、三浦市では「営業開発課」という
部署を設置いたしておりまして、今日、お話しする、
ほとんどのシティーセールス事業を専門的に担当させ
ております。先ほど、「株式会社 三浦市」というコ
ンセプトのお話しをさせていただきましたが、この営
業開発課は、広く全国に三浦をアピールするため、従
来の自治体では普通行ってこなかった「営業活動」を
するために組織した部署であります。いままで、自治
体で「営業」という名のつくところはなかったもので
すから、内外から注目も集めている部署となっており
ます。職員は、全国を視野に入れ、企業や自治体へ出
向きまして、三浦の売り込み、または各種イベントへ
の参加など、大いに三浦の魅力・その存在を知らしめ
る事業を行っています。その具体的な営業活動を中心
に、お話をさせていただきたいと思います。
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まずは、三浦市東京支店事業について、お話しをさ

せていただきます。すでに、ご存知の皆さんもいらっ

しゃると思いますが、平成１８年度から、明治大学と

の官学協働事業として、東京神田に「三浦市東京支店

／なごみま鮮果」という、三浦市のアンテナショップ

を開店いたしております。これは、冒頭に申し上げた

“地域連携・官学連携”を実践する事業でございます

が、ここには、営業開発課の職員を１名派遣しており

まして、明治大学の学生さんとともに、三浦市の特産

品の紹介や販売も行っております。ただ三浦の食材・

商材を取り扱いアピールするだけではなく、三浦のもっ

ている都市としての魅力を首都圏の方々にお伝えする

ことが、その存在意義であると考えております。地元

神田の皆さんとの連携も生まれてきておりまして、コ

ラボレーションの連結力をもった地域連携の核となる

事業だと考えていますし、アンテナショップとして、

「どのような三浦」に魅力を感じていただけるかを、

探っている場でもありあります。おかげさまで、本年

６月、２周年を迎えまして、運営も軌道に乗ってまい

りました。各マスコミにも、数多く取り上げられてお

りまして、これまで取材をお受けしたメディアは３０

社、ラジオ出演３回、来店者も１万４千人を超え、視

察団体も４５組と、県内外から注目されている事業と

なっております。特に、昨年度からは、神田地域をは

じめとする都内でのイベントや、三浦市で開催された

「全国朝市サミット」や「ロックの学園」・「三浦国

際市民マラソン」といった大きなイベントに、学生さ

んや神田地域の皆さんたちも積極的に参画していただ

いたり、学生さんが「三浦市へのバスツアー」を企画

いたしまして、神田の皆さんを三崎下町などへ案内す

るといった取り組みも始めております。このように、

さまざまな事業に、力を合わせて取り組んでいただい

ておりまして、三浦市といたしましても、今後とも、

明治大学との官学連携・神田を中心とした地域連携を、

ますます拡大・充実させていきたいと、考えていると

ころでございます。

次に、イベント関係のお話しでございますが、昨年

度、「全国朝市サミット２００７ｉｎみうら」という

イベントも開催いたしました。三崎朝市協同組合さん

と行政が協力いたしまして、開催のための実行委員会

を組織し、全国１５の朝市関係者が一堂に会する「全

国朝市サミット」を開催いたしましたが、北は北海道

「函館朝市」から、有名な石川の「輪島朝市」、南は

九州の「呼子（よぶこ）朝市」など、全国から朝市関

係者が集まっていただきまして、８万３千人もの来場

者をお迎えすることができました。また、これも昨年

度から始めた事業ですが、ＮＨＫエンタープライズと

協働いたしまして、「ロックの学園」という、地域活

性化イベントも行っております。ＮＨＫといたしまし

ても、従来型の営業ではなく、地域に密着した映像づ

くり・イベントづくりという方向で事業を進めており

まして、三浦市のめざします「企業との協働」という

ことで、積極的に誘致したイベントでございます。こ

れには、３日間で７千人の来場者がありまして、その

様子はＢＳで２７０分も放映されるなど、おおいにシ

ティーセールスに貢献するイベントであると考えてお

ります。

次に、三浦市観光キャンペーン事業であります。営

業開発課では、地元の民宿の皆さんや料理屋さんです

とか、農園さんですとか、いろいろなところと交渉し

ながら、旅行ツアー商品を開発しております。そして、

コーディネートした旅行商品を企画し、全国の旅行業

者に「売り込みをかける」という営業も行っておりま

す。手法といたしましては、飛び込みの営業から。旅

行業者を招いて三浦市をご案内したり、「観光セリ市

場」という、旅行業者さんを一手に集めた場所でのプ

レゼンテーションへの参入など、様々な方法で営業い

たしておりますが、開発した商品には多くの旅行業者

から関心を持っていただいており、これまで、通算し

て５０本ほどの企画が採用され、三浦市へのツアー客

の誘致に結びついております。また、平成１８年度か

らは、本格的に「教育旅行の誘致」にも力を入れてま

いりました。神奈川県と協働いたしまして、東北地方

や関西方面の旅行会社へ営業してまいりましたが、よ

うやく、本年度に、新潟県から誘致第１号の「修学旅

行」が入ってくることが決まっております。

次に、プロスポーツ球団などの企業との連携につい

て、お話しいたします。これは、サッカーＪリーグや

プロ野球、公営競馬組合などの企業と連携いたしまし

て、各競技場などへ出向き、「みうらデー」や「三浦

市ナイター」、「三浦すいか特別レース」など、他の

自治体では考えつかないイベントを主催させていただ

いております。これらは、事前事後の告知や、当日の

来場者の皆さんなどへの宣伝効果は、非常に大きいも

のと考えます。おかげさまで、湘南シーレックスさん・

川崎フロンターレさん・横浜ＦＣさん・川崎競馬組合

さんなどと、非常によいお付き合いをさせていただい

ており、先方では、三浦デーの開催による集客増、こ

ちらは物産のＰＲや三浦のイメージアップと、お互い

に「ウィン・ウィンの関係」を保っております。

イベントなどへの出展について、お話させていただ
きます。これまで、三浦市では、各業種の団体さんが
個別に、いろいろなＰＲやセールスを行ってまいりま
したが、平成１８年度に「三浦市地場産品消費拡大協
議会」を設立させていただき、現在１３の異業種団体
が構成員となり、主に神奈川県内外のイベントに出展
しております。平成１９年度は、「横浜開港記念バザー」
や「ベネフィット・ワン・フェスタ」など、１８回の
イベントへ出展し、三浦市の特産品の販売や紹介、ツ
アーによる誘客営業などを行っております。また、し
ないのイベント情報や各店舗・施設の紹介など、合計
で約１１万枚のチラシ配布などを行ってまいりました。
平成２０年度では、合計２３回の出展を予定しており
まして、平均すると１ヶ月に２回はセールスに出向い
ているという状況になっております。また、平成１８
年度からは、東京以北のＪＲ線沿線でのキャンペーン
や東武鉄道さんとの協働事業なども行っており、この
ような、地道な営業活動も続けてまいりたいと考えて
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おります。
次に、フィルムコミッション推進事業について、お

話しいたします。旧三崎高校で、頻繁に撮影が行われ
ていることは、ご存知のことと思いますが、三崎高校
での撮影件数は、三浦市全体の４割程度となっており
まして、三浦市全体では、年間１５０本の作品の制作
を支援しております。これは、たぶん、国内でも１～
２の作品数と言われるようになっております。近年で
は、各新聞・雑誌・テレビなどでも紹介されていると
おり、「ロケ銀座」と呼ばれるほどになりまして、ほ
とんど毎日、多くの映画やドラマ・コマーシャルの撮
影が行われており、全国的に「ロケのまち」としても、
脚光を浴びるようになっております。この事業は「フィ
ルムコミッション」と呼ばれており、全国的には１０
０を超える自治体などで行われるようになっておりま
すが、事業は立ち上げたものの、「うまくいかない」
ということで、苦労している団体がほとんどですが、
三浦市は、そのうちの数少ない“成功例”であると言
われております。平成１９年度では、年間撮影日数が
３２０日を越えるといった、他の自治体では類をみな
い盛況振りであり、業界の皆さんからは「日本一忙し
いロケ地」とも言われております。また、毎日新聞の
調査では、１年間に日本で作られる映画の１０％に、
何らかの形で三浦市がコミットしており、これは驚異
的な数値であると評価もされております。この事業の
目的は、ひとつには、撮影隊が消費する経済的な効果
があげられます。直接的経済効果と呼んでおりますが、
これまで、撮影隊が三浦市内で消費した額は、少なく
見積もっても、１億５千万円にのぼっております。撮
影された映画やドラマ、コマーシャルなどの名前をあ
げれば、皆さんが必ず知っている作品も多くあると思
いますが、事業といたしましては、、ＮＰＯ法人化し、
三崎下町にギャラリーを構えております「みうら映画
舎」さんと協働して、ロケのコーディネートなどの映
像制作支援を行っております。その他、みうら映画舎
では、市内の飲食店やお弁当屋さんと連携した「ロケ
弁」の斡旋、宿泊場所の斡旋などを行っており、特に、
ロケ弁については、撮影隊の皆さんは人数が多いもの
ですから、１度に５０食とか１００食とかのご注文が
ありますから、これまでに約６万食を調達していただ
いております。さらに、テレビや劇場で三浦市という
名前が出ることによる「間接的なコマーシャル効果」
は、金額に換算すれば、百億を超える金額となってい
ると考えています。この事業の成功は、市民の皆様の
ご協力なしにはあり得ないものであります。何せ、人
数や機材が多いものですから、車両や通行の際には、
ご迷惑をおかけすることも多々あろうかと思いますが、
撮影隊の皆さんからは、「三浦は行政も市民の皆さん
も非常に協力的であり、撮影しやすさでは、国内で１・
２を争うまちである。」と、高い評価をいただいてお
ります。もうひとつの目的は、冒頭に申し上げたとお
り、三浦市民の皆さんが誇りに思うまちづくりに役立っ
てほしいということであります。経済波及効果やコマー
シャル効果もさることながら、三浦市民の皆さんに受
け入れていただかなくては、本末転倒ということになっ
てしまいます。幸いにも、最近では、特に、三崎下町
の皆さんからは、職員に対して「次は何の撮影がある
の？」と言う言葉が、多く聞かれるようになっており、
ある意味では、楽しみにしていらっしゃる様子もうか
がえます。また、みうら映画舎さんは、さらなる飛躍
と地域への貢献のため、三崎下町の空き店舗に「ロケ
情報」や「三浦で撮影された作品の情報」を発信する

ショップを開店されました。ショップ名は「アール・
ゼロ」といいます。三崎下町も、シャッターを下ろし
ている店舗が多くなり、対策を講じなければいけない
ところですが、このギャラリーも、シティーセールス
の拠点として、東京支店と同じく大いに期待するとこ
ろであります。

次に、これは営業ではございませんが、うまく企業

とタイアップしながら、三浦の魅力を高めていく事業

として、ご紹介させていただきたいと思います。現在、

「クリーンアップ・プロジェクト事業」というものを

行っております。私は、平成１８年度に「三浦をクリー

ンな都市にする。」という宣言をいたしまして、この

「クリーンアップ・プロジェクト事業」は、その目標
を達成するための事業です。海へ行きますと、心無い
人たちが投棄したゴミが多数あり、海岸には多くの漂
着ゴミが流れ着いています。ゴミの不法投棄も目立ち
ますし、観光のまちとして、非常に心苦しい想いをい
たしております。そんな三浦を自分たちの手で、「楽
しみながらきれいにしていこう。」という趣旨ではじ
めた事業でございます。これも官学協働の事業になり
ますが、最初は、関東学院大学の「ＨＥＰ」という学
生たちの環境サークルに働きかけ、一緒にスカベンジ
活動を始めました。スカベンジとは、「ゴミ拾いをす
る」と言った意味の英語です。その後、三浦市のホー
ムページでの広報や、ＨＥＰの活動によりまして、徐々
にスカベンジ活動が広がりを見せはじめまして、いろ
いろな企業からも「社会貢献活動として、三浦でスカ
ベンジを行いたい。」との申出をいただくようになり
ました。「ＮＥＣ」さんや「東京電力」さん、日本テ
レビさんの「２４時間ＴＶ」などが、この活動に参加
していただいておりますし、また、地元の「三浦藤沢
信用金庫」さんなどは、継続的に海岸清掃を行ってい
ただいております。いずれの企業も単なる内輪の清掃
活動ではなく、市外、市内の住民の方にご参加いただ
くもので、最大規模のスカベンジで参加者は約５５０
人となっております。千葉や東京など、関東近県から
の参加もありまして、三浦の魅力をアピールする機会
ともなっています。また、企業だけではなく、市内の
組合や地域団体などにも主催していただいており、多
くの小中学校の児童・生徒さんや市民の皆さんにも参
加していただいております。おかげさまで、本当に多
くのご協力をいただき、特に夏場では、毎週末、三浦
のどこかでスカベンジに参加していただいた方は、二
度とゴミを捨てないと思います。このスカベンジ活動
をとおして、小中学生には、環境保全の大切さやみん
なで取り組むことにより、ひとりではできないパワー
が生まれることを学んでもらいたいとも思っておりま
す。

三浦の魅力を高め、三浦の魅力をアピールする「み
うらスタイルプロジェクト」とシティーセールスにつ
いてお話してきましたが、地理的には、三浦が「ター
ミナル＝終着点」であることは変わりません。しかし、
三浦は、「自らがもっと魅力ある都市になること」、
「自らの魅力をもっともっと多くの方々に知っていた
だくこと」、そのことによる三浦市民の魅力の再発見
を通じて、神奈川の端末ではなく、神奈川の先端にい
る都市、先端を走る都市として、ＰＲしてまいりたい
と思っております。

以上で、今日のお話しを終了させていただきます。

ありがとうございました。

以上、吉田市長の卓話を掲載致しました。 ｆ.ｋ
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