
国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ     WEEKLY REPORT MIURA RC

三浦ロータリークラブ 週報

事務局：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 　URL http://www.miura-rc.jp

2017 年 11 月 30 日　第 2716 回例会 ／ 12 月 7 日　第 2717 回

◇ 国際ロータリー会長
　　　イアン H.S. ライズリー （Sandringham RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　大谷　新一朗（相模原南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　宮本　清志（横須賀南西 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓秋本　清道
　　　副 会 長︓鈴木　正孝
　　　幹　　事︓土田　成明
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓高木　　巌
　　　副委員長︓笠倉　正弘
　　　委　　員︓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
　　　　　 〒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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ロータリー︓
変化をもたらす

2017 年 12 月 7 日　第 2717 回 例会
◇　国歌斉唱

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『奉仕の理想』 

　

　久しぶりの例会という感じ
がしますけれども前の例会の
時に奥山君が入院しました、
みなさん体調気を付けてくだ
さいねってお話をした翌々日
に私が体調を崩しまして、３
日ほど寝込みました。３日寝
込んだというのは２０年ぶり
くらい。原因はわからなかっ
たんですけど、意識ははっき
りしているし歩けるんですけど手が上にあるんだか
下にあるんだか、自分の体がどこにあるのかわから
ない。ちょっと寝ていたらよくなったのですが夕方

 会長報告　　　　　　　　　秋本　清道　会長

 幹事報告　　　　　　　　　　                                                                        土田　成明 会員
＊お誕生月お祝い　
　　　松崎　貞男 会員　S  7.12.25　
　　　鈴木　正孝 会員　S30.12.16　　
　　　鈴木金太郎 会員　S21.12.  1
　　　土田　成明 会員　S32.12.  8

また同じような症状がでてきちゃって日曜だったので、横須賀の救急から運んでもらって行ったら頭では
なくめまいの薬をもらって帰ってきました。救急車で行ったら恥をかいたところでした。翌日市立病院で
頭を診てもらったらなんともないということで、疲れもでていたのですが、結局は過労と加齢とのことで
した。気候の変化に自分の体がついていけなかったようです。みなさんお気を付けいただきたいと思います。
先日当クラブ最大の奉仕事業であります芋掘りも無事終了しました。芋の量としてはまあまあというとこ
ろですが、武山養護学校が参加できなかったのがちょうどよかったようでした。
今年ももう少し、来週は次年度に向けてという事の話とクリスマス家族会と続きます。本日は以上です。



 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩野　明 会員

 委員長報告

ニコニコ BOX 集計報告 ・秋本清道　イモ掘り事業も無事に終わりました。
　次は55周年です。皆さんよろしくお願いします。
・松崎貞男　誕生祝ありがとうございます。
・鈴木康仁　芋掘り例会も何とか無事に終わりまし
　た。ありがとうございました。奥山会員、退院お
　めでとうございます。
・笠倉正弘　芋ほり欠席ごめんなさい。今日は暦で
　は大雪、皆さんご自愛下さいね。

 出席報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩野　明 会員                      
・会員総数：23名　　本日出席：15名　欠席：8名　　出席率 65.2%

・土田成明　
・藤喜代司　ジャガイモ掘り大海、無事終了できました。ごくろうさまでした。
・長瀬六朗　先週のジャガイモ堀に参加できず、すみません。
・奥山浩司　前回休会のおわび。
・菱沼国男　ジャガイモ、時間を間違えました。
・齊藤弘一　芋掘り例会ご苦労様でした。

＊会員増強に役立つ８つのオンラインコースのご案内
＊RI第２７８０地区２０２０-２０２１年度地区ガバナー・ノミニー候補者告知の件
＊疫病予防と治療月間 リソースのご案内
＊公益社団法人三浦青年会議所「５５周年記念会」御礼
＊「４グループ合同 新会員の集い」開催のご案内
＊第６回日台ロータリー親善会議のご案内
＊２０１７年１２月のレートのお知らせ
＊第６回 第１グループ三役会議事録
＊横須賀南西ＲＣ週報　＊横須賀西ＲＣ週報　＊三浦市国際交流協会ニュース

本　日 前回まで 累　計
ニコニコ 8,000 92,000 100,000
財　　団 6,000 59,000 65,000
ポ リ オ 1,000 24,000 25,000
米　　山 3,000 49,000 52,000
周　　年 1,000 2,000 3,000

計 19,000 226,000 245,000

● 岩野明委員長クリスマス例会
１２月２１日シーボニアで１８時より行います。今のところ出席者２０名ほどですけど、みなさまご家族
お誘いあわせの上ご参加くださいますようお願いいたします。
藤増強委員長　今まで動きがなかったのですが、やっと今日チャンスがございましてご一緒にヘリオスの
社長のところへ行ってまいります。芋ほりにしましても今後の事業につきましても町を豊かにしていくこ
とにしてもロータリーの存在は大きな意味を持っていると思います。今日会合が終わった後、会員の獲得
に参りますのでご支援のほどよろしくお願いいたします。
社会奉仕委員会より芋ほりの御礼という事でまず、なんとか無事に終了したことをご報告させていただき
ます。いつもと違い参加人数が１８０名くらいということで、武山養護学校が他の行事と重なったという
事でいらっしゃらなかったのでその分人が減っていました。芋ほりの畑は計ったら１０００平方メートル
ありました。そのうち芋もけっこうできていたが白い芋赤い芋両方ありましたが、やっぱり少し少な目で
した。
もし武山養護学校が参加されていたら、お持ち帰りしていただくお芋がかなり少なかったと思います。本
当はみなさまのお手元にお配りしなくてはならなかったのですが、今回は冒頭から掘ったらご自身でお持
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ち帰りくださいというご案内をさせていただき始めた次第です。
つきましては、会長からもお話がございまして、来年からどうしようかと今年は５・６人お手伝いいただ
いてやっていただいたのですがやはり苗を片づけたり、皆さんの面倒をみたりなかなか大変なんですね。
来年度からは渡邉さんという農家の方にお願いして苗を買ってもらって植えてもらって草刈ってもらって
最後に堀りに行く。これはみなさんで堀りに行って、子どもたちにサービスする、とこんな形にしたらど
うなのかなと思います。今年もみてみたら半分は農家の方がやってくれて、半分は我々が草刈ったんです
けど、３分の１は本当に草だらけ、どこに芋があるのかわからない。そんな状況でした。来年はどなたが
社会奉仕委員長かわかりませんけれどもご報告申し上げます。どうもありがとうございました。

● 笠倉会員より
みなさんこんにちは
前回藤沢でやったクラブ研修リーダーセミナーに参加して簡単に報告したのですが 2人話されて最初の方
は１時間くらい、退屈だと思えば退屈な研修でした。一つ気付いたのは、だいたいクラブの活性化の話、
クラブ指導力セミナー、の話だったんですけど、後になって各ロータリークラブの話がいろいろ出て、こ
れを会社に当てはまると、最後になってなるほどなと。思いました。
ロータリークラブっていろんなことやっていますけど、自分の役に立つという観点で聞いていると退屈し
ないかなと感じました。最後の感想で鎌倉ＲＣの菅原さんが出てきてちょっと話させてくれということで
何を話すかなと思っていたら要するに、クラブが楽しければいいんだと。楽しい例会を企画してやってい
くとクラブは活性化するんだよとおっしゃっていました。菅原さんが会長の時に５５名くらいの会員だっ
たのが今８０名くらいいるということですごいなと思いました。
次の２人目は渡邉パストガバナーが予定されていたのですが、逝去されたので急遽現役のガバナーのお話
でした。今までいろんなセミナーに行きましたけど、自分の受ける気持ちを変えていくと、これから視点
を変えていくと、あるいは自分の場合に置き換えると退屈な話がそうでもなくなるかなというのがこない
だのセミナーの感想です。今日はいつもよりちょっと早く来まして、三浦ツナの助というぬいぐるみを２
月のパシフィコ横浜で開催するテクニカルショー横浜というイベントを来年に限って三浦商工会議所と横
須賀商工会議所が音頭をとって三浦半島でも小さい会社が５社出るというのででます。明日横須賀商工会
議所で打ち合わせがあります。提案しようと思っております。
５５周年私の出来る範囲で協力していきたいなと思っております。話が長くなるので終わります。

●５５周年例会に向けて秋本会長より
言い訳をさせていただくと５５周年の担当は芹川会員にお願いしていて、承知されていてとりあえず準備
は進めて頂いていたのですが、芹川先生体調を崩されて入院されたりして年内はでれないということで準
備は何も進んでおりません。ただ姉妹クラブの須坂ロータリークラブ、友好クラブの高岡北ロータリーク
ラブからは先日どうなっていますかと問い合わせがありましたので、こういう計画を立てておりますとは
ご案内をさせていただきました。先日もお話しさせていただきましたが５５周年記念例会として式典では
なく例会形式で大掛かりなことはせずやりたいと思います。うらりの市民ホールの方で例会と懇親会をや
るということです。先日青年会議所が５５周年の記念式典という形でやったんですが、やっぱり大掛かり
なことではなくて青年会議所もやっていました。私が思っているような形でしたのであのような感じでよ
いのではないかなと思っています。年が明けたらご招待者にはご案内状を出さなければならないので準備
を進めている所ですけれどもみなさん５５周年の記念の例会がありますよということを意識していただい
て理事会で組織図を作らせていただいて、細かい部分を決めていきたいと思っています。当日は３月２２
日です。創立は１９６２年３月２２日ですのでたまたま例会日があるということで芹川会員と決めました。
私が小学６年生の時に創立の認証伝達式がありまして１９６２年の１１月ですけれども、当時三崎小学校
から下町をずっと、今でいう第７艦隊のバンドがきてパレードをしてそのプラカードと横断幕を持って確
か私と佐藤周一会員が２人で先導して歩いたと、いう記憶があります。それからロータリーに入ってまさ
か３回も会長をやるとは思っていませんでしたが、何か縁があるのかなという感じです。ちなみに当日の
形ですが、私が委員長なり、会長なりやるときには一貫して子どもの教育に力を入れて取り組んできまし
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たが、それに関して４年前にＩＭで「三浦の海は世界一」というテーマでやらせていただきました。やっ
ぱりそれにこだわっておりまして三浦市立名向小学校の６年生に海の生物の研究と特に真珠の養殖の体験
の発表をしてもらうとご了承いただいて、準備に取り掛かっていただいているところです。予算的には周
年記念事業の予算という事で積み立てが１４０万ほどございますので、たぶんそれだけあれば例会懇親会、
全部賄えるのかなという感じで考えています。懇親会は会費方式で３千円くらいいただければなんとかな
るかなと思います。また早急に組織図を作らせて頂いて準備していきたいと思いますのでとにかく頭に入
れて頂ければと思います。
先ほど藤委員長からお話がありましたが、なかなか都合がつかなくて勧誘に行けなかったのですがやっと
今日一緒に行けるということなので、またどなたかこの人はということがあっりましたら、会員増強の方
もよろしくお願いいたします。先日の５５周年でも４名ほど奥山会員が声をかけた方がいらっしゃったの
で確認をとって「はい、わかりました」という返事をいただいていますので年度内にお願いしていますの
でそちらも確認でまた行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
それから会長報告の中で言い忘れたのですが、小高さんと齊藤さんに卓話を３０分たっぷり時間をとらせ
ていただきたいと思いますので楽しい話を聞かせて頂きたいなと思います。

● 鈴木康仁会員より
５５周年記念例会の卓話の件でご説明をしたいと思います。海の生物の研究と真珠の養殖体験ということ
で名向小学校の児童、実は秋本会長と私２人しか見ていないんです。うらり３００名くらい目いっぱい通
路も並んでみていたくらいの反響がありました。来られた方も東京大学の総長、進次郎氏、京急の社長な
どそういったメンバーの中で一グループ３名か４名で真珠のかくいれの話だとか経過の話、順番に説明を
してくれる、この日ご覧になるとものすごい感動して涙ポロポロ流しながらみていました。最後にその人
数で真珠を取りに行ってふたをあけて真珠があるかどうか、表情豊かに説明してくれて真実味のある感動
のシーンでした。これをまたみなさんの前でご披露したいということですので、三浦の海は世界一という
のをプラスしながらまたその感動をもう一度経験したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

＜ジャガイモ掘り＞
2017 年 11 月 30 日

第 2716 回 例会
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