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◇ 点 鍾 12 時 30 分
◇ ロータリーソング 『手に手つないで』

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
ガバナー補佐
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◇ 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
◇ website

FAX 046(881)3346

http://www.miura-rc.jp

会長報告

秋本

清道

会長

今日、先週に続いて、三浦市
で活動する商工会議所青年部
会長、篠田文隆さん、直前会
長、寺田一樹さんにお越しい
ただきました。

二週続けて、若い人のパワー
をもらえたらと思います。

卓話宜しくお願いします。
次年度、会長、幹事会が
始まりました。
副会長の出番が一つ減りましたが、笠倉次年度

副会長には、その分以上に活動をしていただこうと思っていますので、覚悟して準備をしておい
てください。
本年度まだ残っています。
双方、手落ちのないようにしていきたいと思いますので、宜しくお願いします。
幹事報告
＊横須賀RC第3235~3242回週報
＊横須賀RC 6月例会のご案内
＊横須賀北RC 6月例会のご案内
＊横須賀南西RC 6月例会のご案内
＊西RC チャリティコンサート お礼状・収支報告
＊ハイライトよねやま

出席報告
・会員総数：25 名
出席率 64.0％

本日出席：17 名

欠席：8 名

・MAKE UP：鈴木康仁、奥山浩司、鈴木正孝（三役会）
以上により、出席率は

80％となります。

2734-1

ニコニコ BOX 報告
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・松崎貞男

加藤さん、長島さん、ご入会ありがと

・芹川直行

本日早退（中学内科健診のため）。

うございます。共にロータリーを楽しみましょう。

・鈴木康仁
ます。

・秋本清道

篠田会長、本日卓話よろしくお願いし
篠田さん、寺田さんようこそ。

卓話よろしくお願いします。

・藤喜代司

連続欠席お詫び申し上げます。

新入会員の皆様の笑顔が嬉しいですね。今日は篠田会長、寺田直前会長、卓話よろしくお願

いします。楽しみにしています。

・奥山浩司
した。

青年部篠田会長、卓話よろしくお願いします。直前会長の寺田様、ようこそおいで下さいま

・小高徳之

・長島満理子

先週入会させて頂きました。よろしくお願いします。また、本日お寿司のご注文ありがと

うございました。

・加藤隆史
卓

篠田君、素晴らしい卓話をありがとうございます。

話

三浦商工会議所青年部会長

篠田文隆 様

只今ご紹介にあずかりました本年度三浦商工会議所青年部会長篠田文
隆と申します。

本日は三浦ロータリークラブ例会にお招きいただきまして、誠にあり
がとうございます。

卓話というものをさせていただくのは初めてなのでお聞き苦しい点も
多々あるかもしれませんが本日はよろしくお願いします。

それではまず私の仕事についての自己紹介をさせていただきます。
東岡にて篠田表具店という店を経営しております。
創業８５年、私で３代目となります。

業務内容は内装を中心に行っており襖や掛け軸などの経師の他、壁紙・
床・カーテン・絨毯など内装工事を全般的に行っています。

高校を卒業したあと川崎にある表具の職業訓練校に１年通った後、家
業を継ぎました。

資格は表具と壁装両方の１級を所持しています。

手前みそになりますが技能フェスティバルと呼ばれる職人の技術を競う神奈川県内の大会において最年少
で優勝したり、他の大会で優勝し県知事賞を頂いたこともあります。
しかし私に職人としての才能があると思ったことはありません。
むしろ人と比べて不器用な方です。

自分に出来ないことは出来るようになるまでしつこく練習を繰り返すタイプです。
２０代のころは仕事に明け暮れて碌に休みを取った記憶がありません。

私は横須賀三浦表具組合にも加入していますがそこでは青年部で１０年間会長を務め今でも親組合で書記
をしています。
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そういうわけで３０代半ばまで職人の世界にどっぷり浸かっていた私がもし社会に奉仕する機会があるな
らばそれは表具組合の組合長になることだろうと考えておりました。

その状況が変わったのは今から７年前、鈴木一史君に三浦商工会議所青年部に誘われたことが始まりでし
た。

私は当時商工会議所青年部というものがどういう活動を行うものかも知らないまま加入してしかも１年目
から事業委員長を引き受けることになりました。

私はさっき自分が職人としての才能が無いと言いましたが青年部活動についてはもっと向いていませんで
した。

高校を卒業して以来、仕事一筋だった私はひたすら壁に向かってクロスを貼っているか、或いは襖を貼っ
ているだけで１日誰ともしゃべらないことも珍しくありません。

無口な私は他人とのコミュニケーションの取り方が全くわかりませんでした。

同じ職人同士ならば考え方も似ているので問題なかったのですが職種が違うと考え方がまるで変わります。
自分とは反対の意見や価値観を持った人達を相手に事業計画をプレゼンする事が本当に苦手でした。
職人の作業ならばどれだけうまくいかなくても１０回も練習すれば上達する自信があります。
しかし青年部活動は何をやってもうまくいかず苦しくて何度も辞めることを考えました。
そんな窮地を助けてくれたのもまた同じく商工会議所青年部のメンバーでした。

特に印象に残っているのが篠田敬助先輩の「青年部で最もしてはいけないのは失敗ではなく、挑戦をやめ
る事だ。」

という言葉でした。

以来私にとって青年部活動とは失敗を恐れずに新しい事に挑戦することにあると考えるようになりました。
私はこの７年間の青年部活動で研修委員長を１年、事業委員長を２年させていただきました。
研修では三浦の観光をテーマに３回の経営塾を担当しました。
一番大変なのは事業委員長ですが一番やりがいもありました。

子供たちに昔ながらの餅つきを体験してもらうかまどで餅つき大会。

とても大変でしたが参加してくれた子供達の笑顔を見た時、報われたような気がしました。
子供向けの事業が好きでこのかまどで餅つきに関しては４回携わる継続事業になりました。

また一昨年事業委員長を担当した時には港町祭りに参加し、東北大震災に見舞われた三陸町の牡蠣を焼い
て提供し、義捐金を募るボランティア活動を企画しました。

どれも私にとっては初めての挑戦で沢山の失敗をして多くの方に迷惑をかけました。
しかし後悔はしていません。

新しい事に挑戦するときには必ず賛同してくれる仲間がいたし、無償で協賛後援してくれる大勢の街の方々
が居ました。

７年前、もしも私が一史君の誘いを断っていたならば一生経験することのなかった体験を沢山することが
出来ました。

この経験はお金では決して買うことが出来ないかけがえのない私の大切な財産です。
私が青年部の会長を拝命する決意をしたとき、家族には随分反対されました。

それでも気持ちが揺るがなかったのはこの７年間の活動が私にとってとても楽しい思い出だったからです。
そしてこの体験を若い仲間にも経験してもらいたいからです。

私が受け継いだたすきは歴代１４人の会長が守ってきた三浦の希望の光です。

失敗に臆することなく新しい事に挑戦し、次の世代へ引き継ぐことが私の使命だと思っています。
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さて、私たち青年部は綱領指針の定めたるところに於いて活動をしておりますがこれは私の解釈では大き
く分けて３つの役割があると考えています。
一つ目は交流。

活動の中で会員同士の絆を深め、また他団体との連携を密にします。
二つ目は自己研鑽。

経営塾を開催して知識を深め、社会人としての教養を高めます。
そして最後に地域貢献。

事業やイベントを運営し、地元三浦の為に貢献します。
私たちは先達が作り上げた伝統を継承しつつ、新しい事業や研修に積極的に挑戦し、三浦活性化の一翼を
担えるように尽力いたします。

またその際には皆様にもご協力のほどよろしくお願いいたします。
今回卓話を依頼して下さった秋本先輩からは青年部会長としての抱負を語ってほしいとのことでしたが私
がやりたかった事は全て委員長として活動した際にすべて行わせていただきました。

７年間の活動で私の我儘を許してくれた先輩、面倒な事にいやな顔もせず付き合ってくれた後輩の為にこ
の１年間会長の責務を全うしたいと思っています。

ですから私は自分が何をしたいかではなく、青年部の会員に何をさせてあげられるかが仕事ではないかと
考えています。

とはいえ会の方向性を示す必要はありますので私が掲げさせていただいた会長所信を読み上げさせていた
だきたいと思います。

「共存共栄」

助け合い、共に栄える未来を目指して
商工会議所青年部とは何か、人によって答えは違うと思いますが私は社会人の学び舎であると考えていま
す。商工会議所青年部には多くの若者がそれぞれの目的を持って集います。その活動は多岐にわたり、こ
れが正解というものがありません。ある人は仲間やビジネスマッチングを求め、またある人は自己研鑽に
勤しむ目的で、またある人は地元への貢献を考えて青年部に入会します。その全ての活動が青年部として
正解であり、答えとなります。商工会議所青年部は人と触れ合い、社会人としての教養を学び、そしてそ
れを生かして前向きな気持ちで社会に貢献する組織だからです。

三浦市の人口は現在約四万四千人、年に二％ずつ減少しておりそれは今も続いています。我々青年部会員
の殆どは三浦で暮らし、或いは三浦で仕事をしています。きっとこれからも三浦で生きていくでしょう。

その私達が三浦の未来に無関心であるならば一体他の誰が街づくりをしてくれるのか。十年後、二十年後、
子供たちの声が聞こえない・人の居ない三浦の街並みなど誰も見たくは無い筈です。私達が何もしなけれ
ばそのツケを払うことになるのは私達の子供や孫の世代です。これは三浦に暮らす皆の問題であります。
三浦の街づくり、誰かがやらなければならないのならばそれは三浦に住まう私達の使命であり、いつかや
らなければならないのならばそれは今を於いて他にありません。私達一人ひとりの力は弱く、糸の様に細
いかもしれません。しかし集まり寄り添えば力強い綱となります。我々がアイデアを出し合い、協力すれ
ば希望は行動を伴って現実となります。三浦商工会議所青年部は発足して以来三十七年、様々な事業や研
修を通じて地域に貢献をして来ました。私達は先達が残してくれた偉業と意思を継承し、また新しい一歩
を踏み出さねばなりません。
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平成三十年度三浦商工会議所青年部所信を私は互助の精神を持って皆で協力し合い、共に三浦の明るい未
来を目指す願いを込めて「共存共栄」とさせていただきました。これはパナソニック創始者、松下幸之助
が商売の基本として、また日本人の美徳として好んで使った言葉だそうです。自分だけの利益を考えず、
人を助け、人と協力して生きていけばその恩恵は必ず自分にも還ってくると説いたものです。

青年部活動を通じて三浦に貢献する。口で言うのは容易いですがそこには様々な困難があります。活動を
続けるにはお金も時間も掛かります。苦労もするし時には恥をかくこともあります。しかし掛けた労力に
見合った恩恵は必ず得られると私はこの青年部活動の中で学びました。高いハードルを自らに課し、それ
を乗り越えた時に初めて人は成長出来るからです。

私達が事業や研修を通じ、三浦に蒔いた希望の種が何時芽吹くのか、それは誰にも分りません。しかし、

ここに集える青年部会員が想いを一つとして活動を行えば三浦の春は遠くありません。私達は力を合わせ、
共存共栄の精神で三浦の未来を目指し、青年部活動に尽力して参ります。
この所信に基づき１年間活動していきたいと思います。
商工会議所青年部の活動で三浦の街が劇的に変わるとまでは私は考えていません。
しかし青年団体の活動が維持できなくなることだけは絶対に避けねばなりません。
人口が減ろうとも若者の熱意があれば街は活きます。
そして最後に皆様に一つお願いがあります。

三浦商工会議所青年部は今年３７年目にあたり、３年後には４０周年記念式典が控えています。
今現在３２名の会員が居ますがその殆どがこの３年間で卒業となってしまいます。

会員拡大も力をいれていますがこのままだと残された会員が苦しい立場になってしまいます。

青年部のタスキを繋ぐためにも皆様のご子息や会社の方などに三浦商工会議所青年部への入会を検討して
いただければ幸いです。

最後にお願いとなってしまい申し訳ありません。
ご清聴ありがとうございました。
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