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2015 年 1 月 29 日　第 2589 回 例会 
◇ 点　　鍾　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

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 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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 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様、こんにちは。星野さん先週の卓

話ありがとうございました。星野さんの

話口調も独特なものがあります。一言一

句はっきりと区切って、声の大小上手に

付け、所々にジョークを入れ、相手に自

分の伝えたいことが分かりやすい話し方

です。いつも参考にしています。ありが

とうございました。

　須坂クラブとの件ですが、先方は出来るだけたくさん

の三浦の会員と懇親を深めたいとの意向ですので、例会

振替にして、多くの会員に出席してもらえる様にしまし

た。是非多くの参加をお願いします。

　先週、ロータリー紹介の一分間スピーチの原稿を星野

 幹事報告　　
＊ロータリーの友
＊地区より 
　次年度 RC テーマ　「世界へのプレゼントになろう」
　ガバナー月信
　２月 RI レート　１ドル１１８円
　ロータリーデイに伴う奉仕活動のお願い
＊RI 人頭分担金下半期請求書
＊週報　　鎌倉中央 RC, 須坂 RC
＊年次大会（サンパウロ）への参加旅行案内
　　　　　　　　　…日洋航空・近畿日本ツーリスト
＊神奈川芸術劇場　27 年度公演案内

・鈴木正孝　笠倉さん、卓話よろしくお願いします。

・芹川直行　①佐藤支店長、御栄転おめでとうござい

　ます。②笠倉さん、卓話楽しみにしています。

・高木　巌　米山財団 BOX をよろしくお願いします。

　菊池さん、新年の写真ありがとうございます。

・星野　雄　笠倉さん、本日卓話期待しています。

・鈴木康仁　佐藤支店長、ご栄転おめでとうございます。

　がんばって下さい。　笠倉さん、卓話楽しみに聞きます。

・藤喜代司　笠倉さん、卓話楽しみにしております。

 ニコニコ BOX 報告　佐藤 国彦 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 9,000 円    294,000 円 303,000 円
財      団 1,000 円    54,000 円 55,000 円
ポ  リ  オ 0 円   33,000 円 33,000 円
米　　山 1,000 円   37,500 円 38,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 11,000 円   420,500 円 431,500 円

 出席報告　佐藤 国彦 会員　
・会員総数：26 名
　本日出席：14 名　欠席：11 名　出席率 56%
・MAKE UP　
　星野　雄 (第 1グループ三役会）
　佐藤国彦、草野昌幸（SAA 打合せ）
により、出席率は 68％となります

さんが書いて来てくれました。私も会長責任で二部も作っ

て来ました。今日は笠倉さん卓話宜しくお願いします。

皆様、時節柄どうぞご自愛ください。

　今日も宜しくお願いします。
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 卓　話
＜時代の流れ、変化に立ち向かう＞笠倉正弘 会員　
コンビニエンスストア－が出現して50
年、2013年 3月末で国内店舗数 5万店、
2014年度の出店数は約 4700-----と、
2013年度の 4200店より更に増え、今後
数年間は増え続けるとの事です。
近くにお店が出来ると---「便利になる
なあ -、旨いコ－ヒ－が呑めるかな？」
など私達消費者としてはただただそんな
感想を持つのみです。
しかしながらコンビニ50年の歴史の裏に多くの個人のお店が
いつの間にか消えていきました。
更に、私達の衣食住に必要なものの多くが大手資本のビジネ
スの展開に消費者も取り込まれ、個人商店の今まで持ってい
た仕事まで取り上げていったのでしょうか？大規模小売店（ス
－パ－ﾏ-ｹｯﾄ、ホ－ムセンタ－、量販店等々 ---）の出現によ
り町のお店（肉屋さん、魚屋さん、惣菜店，豆腐屋さん、八
百屋さん金物店等々）がいつのまにか消えていきました。こ
の変化、流れはだれにも止められなかったのでしょうか？
気がつけば全国いたる所に見られるシャッタ－通り風景です。
三崎の町も同じ様子ですね。
アベノミクス効果が地方に浸透したとしてもシャッタ－通り
が再び賑やかさを取り戻すという想像は出来ませんね。逆に
長引く不況がシャッタ－通りを生んだわけでもないのでは？
と思います。
さて、今度は自分の会社の話になります
3.11東日本大震災の 2011年の数ヶ月前に（2010年の 12月）
弊社は現在地、向ケ崎に工場を新築、宮川町から移転しました、
土地3300㎡建築面積 2000㎡と今思えばだいぶ背伸びをした
設備投資でした。丁度引越しからまる4年が経過しましたが
いまのところ工場はまだ在ります？！
引越しした当初からいやな予感がしたとうり、まず地震の被
害はなかったものの（親戚の）気仙沼工場が全滅、同時に
7500万円の損害賠償裁判を起こされたり、、一昨年お話した
暴走運転事故などほとんど悪い事の連続です。た。土地の固
定資産税だけでも宮川の分も含め約700万にもなり、毎年待っ
たなしです。つまり仕事を増やし、経費を減らさないと減価
償却費、固定資産税、その他の費用が4年前より大きく増え
るわけですから大変です
そんなあたり前のことも考えず良いことがいつまでも続くか
のごとくやってきた事に「因果応報」か「天の声」か我が社
に警鐘をならしたのではないでしょうか。工場を建てた時、
よく人にいわれました-----「ノズルさん大きな工場を作り

すごいですね、大変ですね｝と言われた意味が今判りました。

今の本社三崎工場の損益分岐点売上げはざっくり2200万です

（努力して下げました）

前年の弊社47期の 12ｹ月の内 6回（6ｹ月）が分岐点売上げを

大きくダウンし、三崎工場単独ではかなりの赤字決算となり

ました。

当初（4年前）はこの売上げの落ち込みはまったくの偶然で（事

実、年2回ほどしかなかった）いずれ元に戻ると考えていま

したがこの4年のあいだに潮が引くように少しづつ売上げの

減少が進行していきました。

しかも悪いことに感覚的には毎月忙しい雰囲気があり今月の

売上げはかなり良い数字がでそうだと予想するのですが実際

の数字は -----「こんなはずではなかった！」----となる月

が増えていきました。

ベ－スロ－ド電源にも相当する一定のある売上げが激減してい

るのに気付いたのは最近のことで、遅きに失した感があります。

ひとつひとつマイナスの要因を調べ対策を立てていますが元

に戻るものとそうでないもの、又、別な戦略が必要なことが

見えてきたりと毎日対応に大忙しです。

船舶のディ－ゼル機関から排出される排気ガス（NOｘ、SOｘ、

CO2）に対する第一次規制が 2000年から建造される船舶の機

関にIMO（国際海事機関）の決定により規制適用が始まりま

した。

2016年には第三次規制が始まります。これはエンジン自体の

性能を改善しても到底規制の数値をクリア－できない技術的

に厳しい規制であります。そこで応急的にエンジンに脱硝装

置を取り付け排気ガスをクリ－ンにすることでようやく合格

するというものです。なんでここまできびしい規制にするの

か自分には判りません。

そして2005年以降メーカ－の締め付けと思われる規制の影響

が私どもの修理業界に及んできたと考えます。

規制が始まるとエンジンメ－カ－は機関の性能保持を名目に、

燃焼に関連する機器の修理の方法までメ－カ－がコントロ－

ルするようになり、その影響で仕事量が激減してきました。

又、なぜか性能保持の合格判断が今もって排気ガスを測定器

にかけなくてよいとの事です。全てＩＭＯと機関メ－カ－の

やり方で規制が行われており、船主の経済的負担が増大して

います、メ－カ－の一人勝ちになっています。

今のところ二次規制をクリア－すべく電子制御エンジンが登

場しています。

次はＤＦ（デュアルフ－エル------燃料とガスの二元燃料を

燃焼させる）機関の登場。更に最後は三次規制をクリア-で

きるというガスエンジンの開発、登場です。

それと先ほどのディ－ゼルの燃焼ガスを脱硝装置でクリ－ン

にして排出することでも第三次規制に合格できますがコスト

とスペ－スが大きくなります。

この二つですがもちろん後者のディ－ゼル機関プラス脱硝装

置取り付けの方法が主流になるといいのですが------。

水力、火力、原子力、自然エネルギ－（風力、ソ－ラ－、地熱、

波力）などから電気を作り今日の社会はそのエネルギ－を享

受して成り立っている訳ですが　環境　安全　コストの三つ

がバランスしないと今日のエネルギ－問題の解決の糸口が見

えてきません。

エネルギ－をよく理解し制するものが世界をリ－ドします。

日本の将来はこの問題に真剣に当たれば何をすべきか見えて

きます。

・長瀬六朗　笠倉会員、卓話楽しみにしております。

・佐藤国彦　本当にお世話になりました。2月 2日付の人

　事異動で相模大野支店に転勤になりました。せっかく

　慣れてきたところなので残念ですが、後任の支店長も

　よい男です。もり立てて頂ければと思います。

・奥山浩司　笠倉さん、卓話楽しみです。

・菱沼国男　先週欠席のおわび。

 委員長報告　
● 佐藤国彦SAA委員長 　＜転勤のご挨拶＞

● 高木 巌米山奨学委員長＜米山奨学会へ寄附のお願い＞
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お尻のほうに、小さな注射をしてから、脊髄の真ん中の
辺りに大きい注射をされたのを覚えていたのですが、よ
く効く麻酔で、其の後すぐに意識がなくなった。
　目が覚めたのは、手術台からストレッチャーに移され
た時で、病室に運ばれ、ベッドに移るのにスタッフの手
を少し借りたようだった。
　それから二日たって、三日目に、水のようなおかゆが
出ました。ご飯のにおいがありがたかったです。
　歩いていたら、友達から電話が来た。自分も三分の二、
胃を切った経験から、「藤さん、歩くのだ、奥さんにも言っ
ておいた。万歩計を買って持っていくように」と。そし
て二日したら、家内が万歩計を買って持ってきてくれた。
これで廊下を行ったり、来たりして、一日に 2000 歩くら
い歩きました。
　だが時間はあった。病室の廊下のはずれから景色がよ
く見えた。下はビル工事現場、上には青空に白い雲がゆっ
くりと動いている。悠久の世界でした。
　病棟には各階に食堂があり、40 人分くらい椅子があり、
混んでいるときでも 10 席くらいは空いていてゆったりと
していて、病院食らしいものだったのですが、私にはお
いしく食べられましたし、胃が無くなっていたので、食
事と食事の間に、分食と言って、バナナ、チーズ、ヨー
グルトとかを、病室に行ってから食べるようにしてくれ
てありました。
　若くて回復の早い方は、二週間くらいで退院する人も
おりましたが、私の場合は不安だったので、話してみた
ら聞いてくれて、退院を延ばしてくれました。
　退院の二日前の夜、都内の太鼓愛好家のグループが 10
人ほど来て、いろいろな太鼓を持ち込んで、七夕さまと
言うことで、慰問に来てくれ、参加者にも一緒に太鼓を
叩かせてくれました。
　こんなことが、心に残る温かい思い出でした。
　現在、退院して 1年半になりますが、その間 2週間お
きの抗がん剤を飲む、そんな治療も去年の十二月からか
わり、栄養不足のようだからということで、ビタミン
B12 の筋肉注射をして改善を図り、様子を診る、という
状況です。

　ですから、私の努力としては、栄養の取り方と、寒さ
の中を失敗しないようにこの冬を越えてゆく、というと
ころだと思っております。
　うまくすれば後二十年、生きられる命かと思います。
あと 20 年をどうするか、どう生きるのか。二つばかり思
い浮かぶものがあります。
　一つは、電気霊柩自動車走らせたのをきっかけに、神
奈川県霊柩自動車協会の役をつけられて、環境について
少し勉強したのですが、環境を守ってゆくことは大事な
ことだと思います。
　きれいな青空と、すんだ水と、住める地球を、子や孫、
孫孫と次世代に引き渡さなくてはいけないこと、これは
大変重要なことです。
　お正月のテレビで、人間が生存できる星探しと言うこ
とで話の内容に興味はありましたが、もし地球に住めな
くなったら何処に住むか、とゆうことで、もう、逃げを
考えているように思います。
　もうひとつは、私達の三浦、特に三崎。底の分からな
い人口減少、事業所の減少と、大変なことになっており
ます。
　しっかり目を向けなくてはいけないと思います。人口
の減少と過疎化は、仕事がないから三浦市を出る。はじ
めは通勤するつもりが時間がかかり、疲れるので転居す
る。親も後から転居策へ移住する。
今まで住んでいたところは空になり、過疎化と人口減少
を生んでしまうと思います。
　かながわ信金さんでは昨年の十月、横浜市立大学と連
携をして地域活性化シンポジﾕウムをやられたと、聞きま
したが、成果が挙がるといいなと思います。
　2015 年、平成 27 年の幕が開きましたが、三浦、特に
三崎を中心とした活性化がどうしても必要だと思います、
非常に深刻です。
　人口の減少、空白の拠点など、公共交通機関の充実に
よって解消できるのではないかと思いますが、これ以上
の地盤沈下は何とか止められないでしょうか。
　「環境」と「地域活性化」そんな二つを考えました。
残り少ない人生、助けられた命、皆様にお世話になって

生かされてきた命。残された時間、
小さな力でありますが、大切に使
いたいと思います。
　このロータリーの皆様と、理性
的、行動的にひざをつめて、ほん
の小さな事でも、皆様と共にやっ
てゆきたいと思います。
　今年も、どうぞ、よろしくお願
いいたします。
ありがとう御座いました。
今年も社会の窓をしっかり閉めて
がんばりたいと思います。どうぞ、
よろしくおねがいします。

2015/1/8　　新年祝賀例会
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　ます。②笠倉さん、卓話楽しみにしています。

・高木　巌　米山財団 BOX をよろしくお願いします。

　菊池さん、新年の写真ありがとうございます。

・星野　雄　笠倉さん、本日卓話期待しています。

・鈴木康仁　佐藤支店長、ご栄転おめでとうございます。

　がんばって下さい。　笠倉さん、卓話楽しみに聞きます。

・藤喜代司　笠倉さん、卓話楽しみにしております。

 ニコニコ BOX 報告　佐藤 国彦 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 9,000 円    294,000 円 303,000 円
財      団 1,000 円    54,000 円 55,000 円
ポ  リ  オ 0 円   33,000 円 33,000 円
米　　山 1,000 円   37,500 円 38,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 11,000 円   420,500 円 431,500 円

 出席報告　佐藤 国彦 会員　
・会員総数：26 名
　本日出席：14 名　欠席：11 名　出席率 56%
・MAKE UP　
　星野　雄 (第 1グループ三役会）
　佐藤国彦、草野昌幸（SAA 打合せ）
により、出席率は 68％となります

さんが書いて来てくれました。私も会長責任で二部も作っ

て来ました。今日は笠倉さん卓話宜しくお願いします。

皆様、時節柄どうぞご自愛ください。

　今日も宜しくお願いします。
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 卓　話
＜時代の流れ、変化に立ち向かう＞笠倉正弘 会員　
コンビニエンスストア－が出現して50
年、2013年 3月末で国内店舗数 5万店、
2014年度の出店数は約 4700-----と、
2013年度の 4200店より更に増え、今後
数年間は増え続けるとの事です。
近くにお店が出来ると---「便利になる
なあ -、旨いコ－ヒ－が呑めるかな？」
など私達消費者としてはただただそんな
感想を持つのみです。
しかしながらコンビニ50年の歴史の裏に多くの個人のお店が
いつの間にか消えていきました。
更に、私達の衣食住に必要なものの多くが大手資本のビジネ
スの展開に消費者も取り込まれ、個人商店の今まで持ってい
た仕事まで取り上げていったのでしょうか？大規模小売店（ス
－パ－ﾏ-ｹｯﾄ、ホ－ムセンタ－、量販店等々 ---）の出現によ
り町のお店（肉屋さん、魚屋さん、惣菜店，豆腐屋さん、八
百屋さん金物店等々）がいつのまにか消えていきました。こ
の変化、流れはだれにも止められなかったのでしょうか？
気がつけば全国いたる所に見られるシャッタ－通り風景です。
三崎の町も同じ様子ですね。
アベノミクス効果が地方に浸透したとしてもシャッタ－通り
が再び賑やかさを取り戻すという想像は出来ませんね。逆に
長引く不況がシャッタ－通りを生んだわけでもないのでは？
と思います。
さて、今度は自分の会社の話になります
3.11東日本大震災の 2011年の数ヶ月前に（2010年の 12月）
弊社は現在地、向ケ崎に工場を新築、宮川町から移転しました、
土地3300㎡建築面積 2000㎡と今思えばだいぶ背伸びをした
設備投資でした。丁度引越しからまる4年が経過しましたが
いまのところ工場はまだ在ります？！
引越しした当初からいやな予感がしたとうり、まず地震の被
害はなかったものの（親戚の）気仙沼工場が全滅、同時に
7500万円の損害賠償裁判を起こされたり、、一昨年お話した
暴走運転事故などほとんど悪い事の連続です。た。土地の固
定資産税だけでも宮川の分も含め約700万にもなり、毎年待っ
たなしです。つまり仕事を増やし、経費を減らさないと減価
償却費、固定資産税、その他の費用が4年前より大きく増え
るわけですから大変です
そんなあたり前のことも考えず良いことがいつまでも続くか
のごとくやってきた事に「因果応報」か「天の声」か我が社
に警鐘をならしたのではないでしょうか。工場を建てた時、
よく人にいわれました-----「ノズルさん大きな工場を作り

すごいですね、大変ですね｝と言われた意味が今判りました。

今の本社三崎工場の損益分岐点売上げはざっくり2200万です

（努力して下げました）

前年の弊社47期の 12ｹ月の内 6回（6ｹ月）が分岐点売上げを

大きくダウンし、三崎工場単独ではかなりの赤字決算となり

ました。

当初（4年前）はこの売上げの落ち込みはまったくの偶然で（事

実、年2回ほどしかなかった）いずれ元に戻ると考えていま

したがこの4年のあいだに潮が引くように少しづつ売上げの

減少が進行していきました。

しかも悪いことに感覚的には毎月忙しい雰囲気があり今月の

売上げはかなり良い数字がでそうだと予想するのですが実際

の数字は -----「こんなはずではなかった！」----となる月

が増えていきました。

ベ－スロ－ド電源にも相当する一定のある売上げが激減してい

るのに気付いたのは最近のことで、遅きに失した感があります。

ひとつひとつマイナスの要因を調べ対策を立てていますが元

に戻るものとそうでないもの、又、別な戦略が必要なことが

見えてきたりと毎日対応に大忙しです。

船舶のディ－ゼル機関から排出される排気ガス（NOｘ、SOｘ、

CO2）に対する第一次規制が 2000年から建造される船舶の機

関にIMO（国際海事機関）の決定により規制適用が始まりま

した。

2016年には第三次規制が始まります。これはエンジン自体の

性能を改善しても到底規制の数値をクリア－できない技術的

に厳しい規制であります。そこで応急的にエンジンに脱硝装

置を取り付け排気ガスをクリ－ンにすることでようやく合格

するというものです。なんでここまできびしい規制にするの

か自分には判りません。

そして2005年以降メーカ－の締め付けと思われる規制の影響

が私どもの修理業界に及んできたと考えます。

規制が始まるとエンジンメ－カ－は機関の性能保持を名目に、

燃焼に関連する機器の修理の方法までメ－カ－がコントロ－

ルするようになり、その影響で仕事量が激減してきました。

又、なぜか性能保持の合格判断が今もって排気ガスを測定器

にかけなくてよいとの事です。全てＩＭＯと機関メ－カ－の

やり方で規制が行われており、船主の経済的負担が増大して

います、メ－カ－の一人勝ちになっています。

今のところ二次規制をクリア－すべく電子制御エンジンが登

場しています。

次はＤＦ（デュアルフ－エル------燃料とガスの二元燃料を

燃焼させる）機関の登場。更に最後は三次規制をクリア-で

きるというガスエンジンの開発、登場です。

それと先ほどのディ－ゼルの燃焼ガスを脱硝装置でクリ－ン

にして排出することでも第三次規制に合格できますがコスト

とスペ－スが大きくなります。

この二つですがもちろん後者のディ－ゼル機関プラス脱硝装

置取り付けの方法が主流になるといいのですが------。

水力、火力、原子力、自然エネルギ－（風力、ソ－ラ－、地熱、

波力）などから電気を作り今日の社会はそのエネルギ－を享

受して成り立っている訳ですが　環境　安全　コストの三つ

がバランスしないと今日のエネルギ－問題の解決の糸口が見

えてきません。

エネルギ－をよく理解し制するものが世界をリ－ドします。

日本の将来はこの問題に真剣に当たれば何をすべきか見えて

きます。

・長瀬六朗　笠倉会員、卓話楽しみにしております。

・佐藤国彦　本当にお世話になりました。2月 2日付の人

　事異動で相模大野支店に転勤になりました。せっかく

　慣れてきたところなので残念ですが、後任の支店長も

　よい男です。もり立てて頂ければと思います。

・奥山浩司　笠倉さん、卓話楽しみです。

・菱沼国男　先週欠席のおわび。

 委員長報告　
● 佐藤国彦SAA委員長 　＜転勤のご挨拶＞

● 高木 巌米山奨学委員長＜米山奨学会へ寄附のお願い＞

2587-3

お尻のほうに、小さな注射をしてから、脊髄の真ん中の
辺りに大きい注射をされたのを覚えていたのですが、よ
く効く麻酔で、其の後すぐに意識がなくなった。
　目が覚めたのは、手術台からストレッチャーに移され
た時で、病室に運ばれ、ベッドに移るのにスタッフの手
を少し借りたようだった。
　それから二日たって、三日目に、水のようなおかゆが
出ました。ご飯のにおいがありがたかったです。
　歩いていたら、友達から電話が来た。自分も三分の二、
胃を切った経験から、「藤さん、歩くのだ、奥さんにも言っ
ておいた。万歩計を買って持っていくように」と。そし
て二日したら、家内が万歩計を買って持ってきてくれた。
これで廊下を行ったり、来たりして、一日に 2000 歩くら
い歩きました。
　だが時間はあった。病室の廊下のはずれから景色がよ
く見えた。下はビル工事現場、上には青空に白い雲がゆっ
くりと動いている。悠久の世界でした。
　病棟には各階に食堂があり、40 人分くらい椅子があり、
混んでいるときでも 10 席くらいは空いていてゆったりと
していて、病院食らしいものだったのですが、私にはお
いしく食べられましたし、胃が無くなっていたので、食
事と食事の間に、分食と言って、バナナ、チーズ、ヨー
グルトとかを、病室に行ってから食べるようにしてくれ
てありました。
　若くて回復の早い方は、二週間くらいで退院する人も
おりましたが、私の場合は不安だったので、話してみた
ら聞いてくれて、退院を延ばしてくれました。
　退院の二日前の夜、都内の太鼓愛好家のグループが 10
人ほど来て、いろいろな太鼓を持ち込んで、七夕さまと
言うことで、慰問に来てくれ、参加者にも一緒に太鼓を
叩かせてくれました。
　こんなことが、心に残る温かい思い出でした。
　現在、退院して 1年半になりますが、その間 2週間お
きの抗がん剤を飲む、そんな治療も去年の十二月からか
わり、栄養不足のようだからということで、ビタミン
B12 の筋肉注射をして改善を図り、様子を診る、という
状況です。

　ですから、私の努力としては、栄養の取り方と、寒さ
の中を失敗しないようにこの冬を越えてゆく、というと
ころだと思っております。
　うまくすれば後二十年、生きられる命かと思います。
あと 20 年をどうするか、どう生きるのか。二つばかり思
い浮かぶものがあります。
　一つは、電気霊柩自動車走らせたのをきっかけに、神
奈川県霊柩自動車協会の役をつけられて、環境について
少し勉強したのですが、環境を守ってゆくことは大事な
ことだと思います。
　きれいな青空と、すんだ水と、住める地球を、子や孫、
孫孫と次世代に引き渡さなくてはいけないこと、これは
大変重要なことです。
　お正月のテレビで、人間が生存できる星探しと言うこ
とで話の内容に興味はありましたが、もし地球に住めな
くなったら何処に住むか、とゆうことで、もう、逃げを
考えているように思います。
　もうひとつは、私達の三浦、特に三崎。底の分からな
い人口減少、事業所の減少と、大変なことになっており
ます。
　しっかり目を向けなくてはいけないと思います。人口
の減少と過疎化は、仕事がないから三浦市を出る。はじ
めは通勤するつもりが時間がかかり、疲れるので転居す
る。親も後から転居策へ移住する。
今まで住んでいたところは空になり、過疎化と人口減少
を生んでしまうと思います。
　かながわ信金さんでは昨年の十月、横浜市立大学と連
携をして地域活性化シンポジﾕウムをやられたと、聞きま
したが、成果が挙がるといいなと思います。
　2015 年、平成 27 年の幕が開きましたが、三浦、特に
三崎を中心とした活性化がどうしても必要だと思います、
非常に深刻です。
　人口の減少、空白の拠点など、公共交通機関の充実に
よって解消できるのではないかと思いますが、これ以上
の地盤沈下は何とか止められないでしょうか。
　「環境」と「地域活性化」そんな二つを考えました。
残り少ない人生、助けられた命、皆様にお世話になって

生かされてきた命。残された時間、
小さな力でありますが、大切に使
いたいと思います。
　このロータリーの皆様と、理性
的、行動的にひざをつめて、ほん
の小さな事でも、皆様と共にやっ
てゆきたいと思います。
　今年も、どうぞ、よろしくお願
いいたします。
ありがとう御座いました。
今年も社会の窓をしっかり閉めて
がんばりたいと思います。どうぞ、
よろしくおねがいします。

2015/1/8　　新年祝賀例会
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