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◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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　今日は早くも立春です、でも寒
い、暮れから正月が非常に暖かかっ
たのでその落差がより強く感じる
この頃です。今月２１日がロータ
リーデーという事で各クラブそれ
ぞれの何らかのイベントを計画し
ているようですが当クラブは２５
日に小網代の森に行く予定です。
ついては少し調べてみました。神奈川県のホームペー
ジその他インターネットの資料によると面積は約７０
ｈａ、２０００種類の生き物、上流から河口の干潟ま

 会長報告　　　　　　　　　　星野　雄　会長　　

で約１．３キロ、１か月の来場者は約１万人強、昭和
４５年三浦市の都市計画で市街化区域となりゴルフ場
開発計画が起きています。当時の三浦市では京急延伸、
西海岸道路の開通、ゴルフ場のいわゆる３点セットが
盛んに言われていたのを思い出します。やがて油壷周
辺（小網代か）の緑を守ろうと考える方たちと対して
緑を守ってばかりでは食っていけないという観光客向
けの食堂、土産物屋さん達でしょうか、が示威行進を
していたのを覚えています。平成９年ごろから県が緑
地の買い取を開始し、２２年に用地確保完了となり、
翌２３年に三浦市都市計画が変更され市街化調整区域
となっています。最初の市街化区域だったころ地主の
お一人が「何でこんな山や森ばかりの所が税の高い市
街化区域なんだ」と怒っていたのを覚えています。現
在「小網代の森管理要綱」というものがあり５０名以
上の団体で森を利用する場合は情報提供をしてくれと
なっております。物品の販売、配布、集会で場所を占
有すること、募金、署名活動、宣伝、アンケートなど
も申請項目となっています。私は当初清掃するのにク
ラブのたすきをして、のぼり旗を持ってと考えていた
のですが以上の事などから難しいと思われます。示威
活動らしきは集合写真の時位にしたらどうかなと思い
ます。何はともあれ楽しみながら行きましょう。

 幹事報告
＊お誕生日お祝い
　　藤　喜代司会員　Ｓ12．2．1
＊入会月お祝
　　鈴木康仁会員 1994年　　秋本清道会員 1994年
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 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員

※横須賀西ＲＣ　２月例会のお知らせ
※横須賀北ＲＣ　週報２６１４回～２６２０回
※ガバナー月信訂正
※鎌倉中央ＲＣ例会変更
※ロータリー手帳購入の御願い（ご希望の方は事務局まで）

が有るけど空いているから貸してくれるとの事で三浦
に移ってきました。当初は横横道路も逗子までしか無
く、そこから１３４号で三浦に来たときは日曜日とい
う事もあり、４時間近くかかりすごく遠くへ越すよう
な気持ちになりました。
仕事はほとんどが横須賀や横浜が多く何処にでも行く
ようにしていました。三浦での仕事はほとんど有りま
せんでした。そんな時私の高校の同級生で横浜の材木
屋の２代目がいて、彼が青年会議所に入ると友達も増
え、自分自身の勉強にもなるし、人前で話すことも出
来ると言われましたが、話すことはいまだに、だめで
すけど、彼の紹介で当時の理事長の米田さんと副理事
長の羽床さんのスポンサーで入会させてもらいまし
た。２７才でした。
三浦というところは中々よそ者が溶け込むのは大変な
町だと聞きました。羽床さんもお爺さんが他所からき
ていまだに、よそ者と言われる事が有るように言って
いました。しかし最近ではそう言う事も無くなりまし
たけど。青年会議所に入り本当に多くの人と知り合い
に成りました。三浦の人はもとより、神奈川県内の友
人も増えましたし、広くは日本各地に友達ができいま
だに連絡をくれたり、会う事もあります。４０才で卒
業するまでの１３年間で、JCの関係で名刺交換をし
た人は数え切れないほどいると思いますが、それ以上
に良かったのは、私が三浦の地元の中に受け入れられ
たように、JCの仲間が接してくれた事です。これがきっ
かけで色々な団体や会に参加させて貰えるようにな
り、ロータリークラブにも先輩や友人が多く居ますし
私も入会させてもらい、まだまだ良く理解できてない
ですが、少しでも三浦の矯め、しいては自分の矯めに
成る様にこれからも頑張りたいと思いますので宜しく
お願いします。
その他商工会議所青年部、法人会青年部などにも参加
をさせて貰い、多くの事を学びました。それそれの団
体は限られた年齢の間に、公益的な視点からも自分た
ちの町の問題を考える事が出来たと思います。JCが
４０才、商工会議所青年部が４５才、法人会が５０才
と青年とはとうてい言えないかもしれませんが、それ
ぞれの限られた年齢、立場だからこそ、やりきる事が
出来たと思います。
JCの時は私の子供も小さかった事も有り青少年の問
題等を中心に多くの事業をやりました。絵画コンクー
ルをやり、その入賞作品をステンレスのモニュメント
にして、今もで潮風アリーナに展示して貰っています。
法人会では横須賀、三浦の青年４団体での合同連絡会
議を行い意見交換をし協力して出来る事を話し合って
来ました。この会は今でも５団体となって継続されて
いると聞いています。一人でも多くの青年の力を合わ

 卓　話　　　　　　　　　　奥山浩司 会員

本日は卓話と言う事ですが私の引き
出しが少なく、話が旨く伝わらない
かも知れませし、時間も余り長く無
いと思いますが暫くの間宜しくお願
いします。最初に私の今日までの生
い立ちを話します。
三浦に来て３５年が経ち人生の半分
を過ぎました。私は学校を卒業後東京に本社がある会
社に就職し、現場管理の仕事につきました。家が横浜
ということで神奈川の現場、特に横須賀や金沢の現場
に配属になり、月に一度位しか会社に行かず毎日現場
直行していました。その後独立をしたときに、横須賀
にでも引っ越そうと思っていた所三浦衛生社の加藤さ
んが私の親戚で、三浦に加藤さんの妹が住んでいた家

 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 7,000 円    233,000 円 240,000 円
財      団 9,000 円   75,000 円 84,000 円
ポ  リ  オ 0 円   15,000 円 15,000 円
米　　山 5,000 円   75,000 円 80,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 21,000 円   401,000 円 422,000 円

・星野　雄会員　
　奥山会員、本日卓話楽しみにしています。
・鈴木康仁会員　入会月お祝いありがとうございます。
　奥山会員卓話楽しみにしています。
・長瀬六朗会員　奥山会員、卓話を楽しみにしており
　ます。
・藤喜代司会員　奥山さん卓話楽しみにしております。

・会員総数：24名
   　本日出席：10名　欠席：13名
　　出席率 43.5%
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せれば何にでもチャレンジ出来たような気がします。
私も６０才を超え昔の勢いは無くなりましたが、気持
ちだけでも、お世話になった三浦の為に頑張り、自分
の向上の為にもロータリークラブでの活動をして行き
たいと思います。先ほども言いましたが重ねて宜しく
お願いします。

まだ時間が有るみたいなので、今年の初めにｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
に行った時の事を少しだけ話したいと思います。行っ
た目的は仕事が半分でしたが、大変良い経験をしまし
た。メンバーは長井漁港組合の参事と漁師で組合員と
現地で事業をやっている社長と私です。当社で今長井
組合の荷捌き場を建設中なので、そこに使うダンベを
インドネシアで作っているので、その工場の視察に行
きました。かなり性能的には良い物に仕上がっていて
値段も日本で作るよりも半値位で出来ます。
その他ｲﾝﾄﾞﾈｼｱは木材が豊富でカリンやケヤキなどで
作った家具などが有ります又石材とかタイルなども良
くて安く手に入ります。この仕事で３日あとの３日が
観光でした。
まず余り良くない経験お話します。非常に暑く、自動
車が多く渋滞は当たり前でバリとジャカルタに行きま
したがどちらも、すごかったです。そして、最後の日
に食べた地元のカニに当たり一週間大変な思いをした
事です。
良い経験とは行き帰りファーストクラスという私に
とって始めての経験で、個室タイプでフルフラットに
なりマット、毛布を用意してくれますし、お土産に持
ち帰り出来るパジャマ、食事もフルコースで食器はｶﾞ
ﾗｽ、グラスはバカラ、ナイフ、ホークはシルバー、ワ
インを頼むとフルボトルと居たせりつくせりで大変
リッチでした。そして最初の３日間の宿泊がバリの高

級ホテルのペントハウスで広さ１００坪１泊８０万の
部屋に食事ルームサービスで招待されました。この部
屋はこのホテルのオーナーで社長の知り合いと言う事
でした。ベットルーム４室、風呂４室、トイレ５ヶ所、
リビング、キッチン、大きいベランダにはジャグジー
と多分この先こんなホテルには泊まれないと思いま
す。後半はジャカルタに３日泊し、こちらも綺麗なホ
テルでしたが余りのギャップでした。

最後に去年の１２月に引渡した普通では出来ない様な
仕事をしましたので話したいと思います。それはフ
リーメーソン横須賀ロッジの新築を三春町に手がけた
事です。京急で堀ノ内を過ぎて右手に建っていますの
で、電車に乗ったら見てください。フリーメーソンは
昔と違って開かれた団体でした。アフリカ等で学校建
設や、途上国での物資の支援や３．１１の再には崩壊
した岩手のお寺の再建など幅広い活動をしていると聞
いています。東京タワーの隣に日本本部が有りその地
下にブルーロッジとイエローロッジというのがあり、
メンバー以外は中々見ることが出来なかったらしいの
ですが、最近はそうでは無く何度も見せてくれました。
ただそこでやる儀式等は見れないそうですが、イン
ターネットではその様子等も紹介されていますので一
度見てみてください。日本全国にロッジが数ヶ所有る
らしく各地米軍基地の内部に多く有るらしいです。ち
なみに横須賀基地にも有りますが近年日本人のメン
バーが増えたので、基地外に作ったそうです。極東エ
リアのトップは横須賀基地の軍の偉い人です。メン
バーは特に公表はしてないですが、皆さんそれなりの
地位の人が居ました。私は何人かの方と名刺交換をし
ましたが大学の教授が３～４名居ました。その他普通
の会社の役員さんともいました。
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題等を中心に多くの事業をやりました。絵画コンクー
ルをやり、その入賞作品をステンレスのモニュメント
にして、今もで潮風アリーナに展示して貰っています。
法人会では横須賀、三浦の青年４団体での合同連絡会
議を行い意見交換をし協力して出来る事を話し合って
来ました。この会は今でも５団体となって継続されて
いると聞いています。一人でも多くの青年の力を合わ

 卓　話　　　　　　　　　　奥山浩司 会員

本日は卓話と言う事ですが私の引き
出しが少なく、話が旨く伝わらない
かも知れませし、時間も余り長く無
いと思いますが暫くの間宜しくお願
いします。最初に私の今日までの生
い立ちを話します。
三浦に来て３５年が経ち人生の半分
を過ぎました。私は学校を卒業後東京に本社がある会
社に就職し、現場管理の仕事につきました。家が横浜
ということで神奈川の現場、特に横須賀や金沢の現場
に配属になり、月に一度位しか会社に行かず毎日現場
直行していました。その後独立をしたときに、横須賀
にでも引っ越そうと思っていた所三浦衛生社の加藤さ
んが私の親戚で、三浦に加藤さんの妹が住んでいた家

 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 7,000 円    233,000 円 240,000 円
財      団 9,000 円   75,000 円 84,000 円
ポ  リ  オ 0 円   15,000 円 15,000 円
米　　山 5,000 円   75,000 円 80,000 円
周　　年 0 円   3,000 円 3,000 円
　 計 21,000 円   401,000 円 422,000 円

・星野　雄会員　
　奥山会員、本日卓話楽しみにしています。
・鈴木康仁会員　入会月お祝いありがとうございます。
　奥山会員卓話楽しみにしています。
・長瀬六朗会員　奥山会員、卓話を楽しみにしており
　ます。
・藤喜代司会員　奥山さん卓話楽しみにしております。

・会員総数：24名
   　本日出席：10名　欠席：13名
　　出席率 43.5%
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せれば何にでもチャレンジ出来たような気がします。
私も６０才を超え昔の勢いは無くなりましたが、気持
ちだけでも、お世話になった三浦の為に頑張り、自分
の向上の為にもロータリークラブでの活動をして行き
たいと思います。先ほども言いましたが重ねて宜しく
お願いします。

まだ時間が有るみたいなので、今年の初めにｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
に行った時の事を少しだけ話したいと思います。行っ
た目的は仕事が半分でしたが、大変良い経験をしまし
た。メンバーは長井漁港組合の参事と漁師で組合員と
現地で事業をやっている社長と私です。当社で今長井
組合の荷捌き場を建設中なので、そこに使うダンベを
インドネシアで作っているので、その工場の視察に行
きました。かなり性能的には良い物に仕上がっていて
値段も日本で作るよりも半値位で出来ます。
その他ｲﾝﾄﾞﾈｼｱは木材が豊富でカリンやケヤキなどで
作った家具などが有ります又石材とかタイルなども良
くて安く手に入ります。この仕事で３日あとの３日が
観光でした。
まず余り良くない経験お話します。非常に暑く、自動
車が多く渋滞は当たり前でバリとジャカルタに行きま
したがどちらも、すごかったです。そして、最後の日
に食べた地元のカニに当たり一週間大変な思いをした
事です。
良い経験とは行き帰りファーストクラスという私に
とって始めての経験で、個室タイプでフルフラットに
なりマット、毛布を用意してくれますし、お土産に持
ち帰り出来るパジャマ、食事もフルコースで食器はｶﾞ
ﾗｽ、グラスはバカラ、ナイフ、ホークはシルバー、ワ
インを頼むとフルボトルと居たせりつくせりで大変
リッチでした。そして最初の３日間の宿泊がバリの高

級ホテルのペントハウスで広さ１００坪１泊８０万の
部屋に食事ルームサービスで招待されました。この部
屋はこのホテルのオーナーで社長の知り合いと言う事
でした。ベットルーム４室、風呂４室、トイレ５ヶ所、
リビング、キッチン、大きいベランダにはジャグジー
と多分この先こんなホテルには泊まれないと思いま
す。後半はジャカルタに３日泊し、こちらも綺麗なホ
テルでしたが余りのギャップでした。

最後に去年の１２月に引渡した普通では出来ない様な
仕事をしましたので話したいと思います。それはフ
リーメーソン横須賀ロッジの新築を三春町に手がけた
事です。京急で堀ノ内を過ぎて右手に建っていますの
で、電車に乗ったら見てください。フリーメーソンは
昔と違って開かれた団体でした。アフリカ等で学校建
設や、途上国での物資の支援や３．１１の再には崩壊
した岩手のお寺の再建など幅広い活動をしていると聞
いています。東京タワーの隣に日本本部が有りその地
下にブルーロッジとイエローロッジというのがあり、
メンバー以外は中々見ることが出来なかったらしいの
ですが、最近はそうでは無く何度も見せてくれました。
ただそこでやる儀式等は見れないそうですが、イン
ターネットではその様子等も紹介されていますので一
度見てみてください。日本全国にロッジが数ヶ所有る
らしく各地米軍基地の内部に多く有るらしいです。ち
なみに横須賀基地にも有りますが近年日本人のメン
バーが増えたので、基地外に作ったそうです。極東エ
リアのトップは横須賀基地の軍の偉い人です。メン
バーは特に公表はしてないですが、皆さんそれなりの
地位の人が居ました。私は何人かの方と名刺交換をし
ましたが大学の教授が３～４名居ました。その他普通
の会社の役員さんともいました。
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　今日は早くも立春です、でも寒
い、暮れから正月が非常に暖かかっ
たのでその落差がより強く感じる
この頃です。今月２１日がロータ
リーデーという事で各クラブそれ
ぞれの何らかのイベントを計画し
ているようですが当クラブは２５
日に小網代の森に行く予定です。
ついては少し調べてみました。神奈川県のホームペー
ジその他インターネットの資料によると面積は約７０
ｈａ、２０００種類の生き物、上流から河口の干潟ま

 会長報告　　　　　　　　　　星野　雄　会長　　

で約１．３キロ、１か月の来場者は約１万人強、昭和
４５年三浦市の都市計画で市街化区域となりゴルフ場
開発計画が起きています。当時の三浦市では京急延伸、
西海岸道路の開通、ゴルフ場のいわゆる３点セットが
盛んに言われていたのを思い出します。やがて油壷周
辺（小網代か）の緑を守ろうと考える方たちと対して
緑を守ってばかりでは食っていけないという観光客向
けの食堂、土産物屋さん達でしょうか、が示威行進を
していたのを覚えています。平成９年ごろから県が緑
地の買い取を開始し、２２年に用地確保完了となり、
翌２３年に三浦市都市計画が変更され市街化調整区域
となっています。最初の市街化区域だったころ地主の
お一人が「何でこんな山や森ばかりの所が税の高い市
街化区域なんだ」と怒っていたのを覚えています。現
在「小網代の森管理要綱」というものがあり５０名以
上の団体で森を利用する場合は情報提供をしてくれと
なっております。物品の販売、配布、集会で場所を占
有すること、募金、署名活動、宣伝、アンケートなど
も申請項目となっています。私は当初清掃するのにク
ラブのたすきをして、のぼり旗を持ってと考えていた
のですが以上の事などから難しいと思われます。示威
活動らしきは集合写真の時位にしたらどうかなと思い
ます。何はともあれ楽しみながら行きましょう。

 幹事報告
＊お誕生日お祝い
　　藤　喜代司会員　Ｓ12．2．1
＊入会月お祝
　　鈴木康仁会員 1994年　　秋本清道会員 1994年

2634-2

 出席報告　　　　　　　　　　　岩野　明 会員

※横須賀西ＲＣ　２月例会のお知らせ
※横須賀北ＲＣ　週報２６１４回～２６２０回
※ガバナー月信訂正
※鎌倉中央ＲＣ例会変更
※ロータリー手帳購入の御願い（ご希望の方は事務局まで）
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に移ってきました。当初は横横道路も逗子までしか無
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