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2018 年 3 月 8 日　第 2725 回例会 ／ 3 月 15 日　第 2726 回例会

◇ 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　新一郎（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

2018 年 3 月 8 日　第 2725 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　国歌斉唱

◇　ロータリーソング 『奉仕の理想』

◇　四つのテスト　 　

　今日は、また寒さが戻って
きました。お体大丈夫でしょ
うか。第１グループ三役会に
於いて、青少年交換ホストファ
ミリーについて名簿提出を依
頼されています。当クラブは
受け入れは出来ないとお伝え
していますが、どなたか探し
てもらえたらとのことです。
よろしくご協力お願いします。
　３月３１日（土）は第１グループIMです。メルキュー
ルホテルで１６：３０開会ですので皆様ご出席をお願

 会長報告　　　　　　　　　秋本　清道　会長

いします。テーマ「サッカーで見る世界観」と題し、横浜 FC会長奥寺康彦氏ｎよる講演です。昨日自治体消防
７０周年の記念式典があり、出席してきました。天皇、皇后両陛下、また、阿部総理、野田大臣、衆参両議長、
最高裁長官等、お顔を見てまいりました。久しぶりに身の引き締まる経験をしてきました。SPの数がものすご
く多く、目が合うと、何も悪いことはしていないのに、ドキッとしました。

 幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土田　成明 幹事

＊2018年地区研修・協議会 開催のご案内
＊米山学友会「交流」
＊台湾東部地震への義損金の協力 依頼
＊社会福祉法人三浦市社会福祉協議会が運営する施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　について（お知らせ）
＊水と衛生月間　リソースのご案内
＊ハイライトよねやま215号ご案内
＊横須賀RC ・横須賀西RC3月例会のお知らせ
＊横須賀北RC週報　＊横須賀RC週報
＊横須賀西RC週報　＊横須賀南西RC週報
＊ロータリーレート　

※お誕生日お祝い　　星野 英夫 会員　S.19.3.25　長瀬 六朗 会員 S12.3.24　菱沼 国男 会員 S23.3.8



　かながわ信金の松浦　功と申します。本日
初めて卓話を担当させていただきます。うま
くお話しできるかどうかわかりませんが、し
ばらくお付き合いください。
昨年５月からかながわ信金の三崎支店に着任
し三浦ロータリークラブに入会させていただ
きました。本日は自己紹介を兼ねて私自身の
ことをお話しさせていただきます。
私は、昭和４２年生まれで５０歳。横須賀市
太田和に在住、妻と今年成人を迎えた大学２
年の息子と高校１年の娘の４人家族でござい
ます。生まれも、横須賀市の林にて出生、当
時の家族構成は、両親、祖母、叔父、兄が２
人合計７名で生活しておりました。実家は両
親が自営業として、建具、ガラス、サッシの販売を営んでおり、昭和４２年の創業から約５０年経ち、現在は１
５年前に父が他界後、兄の２人が跡を継いでおります。当時はガラスが割れたとお客様が来店され両親が専用の
カッターでガラスを切り、修繕をしたり、障子や襖の張替えをしている姿をよく見ておりました。時代とともに
すべて窓などはサッシに変わり今ではそのような作業はほとんど見られなくなりました。子供のころキャッチ
ボールをしていて近所の家のガラスを割ってしまい、そっと窓を外して持ち帰りすぐにガラスを入れてもらい何
事もなかったかの様に戻しておいたなんてこともありました。
私は地元の武山小学校に入学し通学には学校まで一騎塚商店街を通っていくのですが、当時は商店街にも活気が
あり、和菓子屋、肉屋、八百屋、米屋、電気屋、ケーキ屋、銭湯、文房具屋、魚や、靴屋、総菜屋、酒屋、花屋、
駄菓子屋と生活に必要なものは、商店街ですべて賄われておりました。年末には商店街の福引があり毎年楽しみ
にしており、また家にお風呂があるのに風呂上がりの牛乳が飲みたいために銭湯に行っていた記憶があります。
実家の裏には現在の京急ストア、以前のヨコサンスーパーがあり、うろ覚えですがスーパーが出店する前は小さ
な映画館があったような気がします。そんな商店街を通り多くの小学生が通学し商店街の方々が「行ってらっしゃ
い」「お帰り」など声をかけてくれたり、常ににぎわっており、今から考えれば子供の数が多く学校帰りに公園
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 出席報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松浦　功 会員
・会員総数：23名　本日出席：13名　欠席：10名　　出席率 56.5％

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　功 会員

ニコニコ BOX 集計報告

・鈴木康仁　本日は作業服にて失礼します。
・藤喜代司　松浦さん、本日の卓話楽しみにしてお
　ります。
・長瀬六郎　誕生日お祝いありがとうございます。
・奥山浩司　早退のお詫び。

卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三崎警察署長　飯高　一之氏

本日 前回まで 累計
ニコニコ 3,000 150,000 153,000
財 団 5,000 101,000 106,000
ポ リ オ 1,000 32,000 33,000
米 山 2,000 84,000 86,000
周 年 0 6,000 6,000

計 11,000 373,000 384,000
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で遊ぶ生徒や、とにかく外で遊んでいる子供たちがたくさんいたように感じます。現在はもちろん商店街もほと
んどが、シャッターが下りており子供の姿もほとんど見られなくなりました。やはり少し寂しい気がします。小
学校では地元のソフトボールチームに入り、ソフトボールに明け暮れ、夏はカブトムシやクワガタを取りに林の
山や須軽谷の山へ行き夜中にクヌギの木に蜜を塗り改めて朝方に同じ場所に行きカブトムシやクワガタをとるの
がとても好きでした。
私は小学校の頃は野球が好きで将来、野球の選手になるのが夢でした。その当時の大洋ホエールズが好きで選手
にはピッチャーに平松、ファーストに松原、セカンドにシピン、サードに田代と素晴らしい選手がたくさんおり
ました、オレンジと緑のユニフォームがとても斬新的で格好よく私も常に緑に、ツバがオレンジの野球帽をかぶっ
ていました、弱いチームでしたけれど大好きでした。今でも横浜ベイスターズのファンです。
その後武山中学校に入学し、３年間野球部に所属し、新チームになった新人戦で、横須賀市で優勝したことが良
い思い出です。高校は大楠高校に進み、私の世代は第二次ベビーブームということもあり、１学年５４０名、１
２クラスと非常に大勢でした。大学は帝京大学に進みキャンパスは八王子ということもあり、片道３時間の通学
でした。この時の通学時間のわずらわしさがやがて、地元への就職希望につながっていきました。就職活動に入
り、平成２年はバブル期ということもあり、学生にとっては超がつくほどの売り手市場で追い風が吹いておりま
した。自宅には毎日たくさんの、会社案内、セミナー案内がと届き、セミナーに行けば懇親会等の接待を受けた
り、当時は学生の就職解禁日が８月２０日で、実際にはそれ以前に暗黙の了解で会社側と学生が接触し内定も出
しており、８月２０日の解禁日には他社へ移られないよう企業側が内定者の学生を囲い込み、当日バスを貸し切
り旅行に連れて行くなど一種異様な時代でした。その中で私はやはり満員電車に長時間揺られることを避けるた
め地元の会社、そして遠距離の転勤のない会社を選び、当時のみうら信用金庫に就職し当時の志望動機はそんな
不純なものでした。平成３年に入庫するのですが、入庫した９月に藤沢信用金庫と合併し、三浦藤沢信用金庫と
なりました。最初は衣笠の栄町支店へ配属となり融資係を担当し、やがて渉外係として得意先を回ることになり
ましたが、当時は先輩上司の方々も忙しく、今のような部下の指導（OJT）、営業の指導もほぼなく、その時、
先輩が人事異動で転勤が決まり、営業担当の補充がなく私に白羽の矢が立ち、明日から先輩と引継ぎしなさいと
の命令が下り、融資係しか経験していない私は、預金係、出納係を経験することなく、世間の荒波に放り出され
ました。毎日訳が分からず、一日お客様の会社や個人宅を回るのが精いっぱいで、中々店に帰って来られなかっ
たのをよく覚えています。今から考えると当時は好景気で確か定期預金で利率が６％、普通預金も２％と今では
考えられない状況で１０００万円の定期預金が１年後の利息で５０万円ほどついていて、満期の管理に非常に気
を使っていたことを覚えています。住宅ローンも７％、事業資金についても８％～９％くらいですこぶる景気が
良かった記憶がありますが、次第にバブルも崩壊し徐々に利率も景気も下降し始めていきました。
因みに、この一番最初の栄町支店の融資係の時に隣の席で預金係を担当していた妻と５年後に結婚することにな
り現在に至っております。
その後、私は、岬陽支店、北久里浜支店、武山支店を経て、横須賀を脱出し、藤沢営業部へ配属となり平成１７
年に岬陽支店に再び配属となり次長職を拝命いたしました。その後横須賀の粟田支店、横浜の磯子、杉田、並木
の連合店舗長を経て平成２９年５月に三崎支店へ配属となり現在に至っております。
次にかながわ信用金庫について少しお話させていただきます。
当金庫は戦後の復興期であった昭和２６年、初代理事長に横須賀市長でありました石渡直次氏を迎え横須賀三浦
信用協同組合を横須賀市に設立し翌年３月には横須賀三浦信用金庫に組織変更、昭和４２年に三浦信用金庫へ名
称変更、平成３年に藤沢信用金庫と合併、三浦藤沢信用金庫となり、平成２６年１月にかながわ信用金庫に名称
変更し現在に至っており、２００８年に現在の平松理事長が就任され１０年が過ぎております。
平松理事長の目指す経営理念として「強くて優しい信用金庫を」という理念があります。
「強い」とはお客様に頼りにされる「強さ」を身に着けるには、まずは強い財務体質を確立すること、経営基盤
である土台をしっかり強固なものにすること。もう一つは、競争が激しい中でも、「この信用金庫で借りたい」「こ
の信用金庫に預金したい」とお客様に思っていただける存在感を構築することです。「やさしい」とは地域の一
員として地域のお役に立つことです。例えば地域貢献活動として「私たち信用金庫には世の中で不足しているも
のを提供する役割がある」という観点から地域貢献活動として、城ヶ島、三浦海岸、和田長浜、片瀬海岸、久里
浜、走水海岸の海岸清掃や文化、芸術のお手伝いとして市民コーラスと歌手の集いの主催、藤沢遊行寺薪能の後
援、次世代を担う子供たちのために金融出前授業、就業体験の受け入れなどがあり、特に平成６年に平松理事長
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11/2　草取り

を発起人として設立されたボランティアサークル「ふれあい」は先の海岸清掃におきましては、当金庫の職員だ
けでなく、海上自衛隊、米軍のボランティアの方、神奈川県職員のボランティアの方、数多くの住民の方にご協
力をいただき活動をしております。なお平成８年より車椅子を２台積み込むことができるストレッチャー付きの
介護車両を購入し「ふれあい号」と名付け高齢者や障害をお持ちの方にご利用いただけるように無料貸出してお
り、お客様にもご好評をいただいております。
この約１０年にわたる「ふれあい」の活動が認められ、平成２８年の秋の褒章におきまして団体として緑緩褒章
をいただくことができました。
これから先、三浦半島地区は人口減少という厳しい環境の中生きてゆかなければなりません、横須賀市において
も人口が４０万人を割ってしまいました。我々信用金庫はどのような環境になろうとも地域金融機関の使命であ
ります「地域の方々のお役にたつ」という理念を決して忘れることなく今後も活動してまいります。

2018 年 3 月 15 日　第 2726 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分　　　　　◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

　

　いよいよ５５周年の例会です。のちほど準備状況についてお話させていただきます。
３月３１日第１グループの IMです。汐入のメルキュールホテル５Fで、登録 16：00０で
す。「サッカーで見る世界観」奥寺康彦氏の講演があります。多数ご出席ください。また、
４月８日（日）は、地区研修・協議会です。各委員長及び、新会員の方よろしくお願いし
ます。横須賀の県立福祉大学で、１２：３０～です。かながわ２７８０ロータリー Eクラ
ブが、第１グループから第３グループに変わります。

　５５周年の記念例会、準備すべきものはほとんど手配済みです。残りは当日の会場の準備のみです。午後
１時から始めますので、時間の都合のつく方はご協力お願いします。
姉妹クラブの須坂 RCから１１名、友好クラブの高岡北 RCから１４名の会員の皆様が参加してくれます。
みんなで大歓迎したいと思います。

＊地区研修・協議会のご案内　＊横須賀 RC例会のお知らせ　＊横須賀南西 RC４月のご案内

 会長報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋本　清道　会長

 出席報告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　　功 会員
・会員総数：23名　本日出席：　12名　欠席：　11名　　出席率 　　52.2％
・MAKU UP：秋本清道、鈴木正孝、土田成明、奥山浩司（第 1G三役会）
　　　　　　 鈴木康仁（PETS)
　以上により、出席率は 73.9％となります。

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松浦　　功 会員

 55 周年準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ニコニコ BOX 集計報告

  幹事報告　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土田　成明 幹事

本日 前回まで 累計
ニコニコ 4,000 153,000 157,000
財 団 2,000 106,000 108,000
ポ リ オ 2,000 33,000 35,000
米 山 4,000 86,000 90,000
周 年 3,000 6,000 9,000

計 15,000 384,000 399,000

・秋本清道　いよいよ 55周年の例会です。
　皆さんよろしくお願いします。
・鈴木康仁　ペッツに行ってきました。今年全員出
　席で盛大でした。
・鈴木正孝　前回欠席、失礼しました。
・藤喜代司　55 周年記念を成功させましょう。
・奥山浩司
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