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2018 年 9 月 27 日　第 2748 回例会／ 10 月 4 日　第 2749 回例会

◇ 国際ロータリー会長
　　　バリー・ラシン （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　脇　洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　加藤　元章（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　康仁
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓秋本　清道
◇ 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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インスピレーション
になろう

2018 年 10 月 4 日　第 2749 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング　『我らのなりわい』

◇　四つのテスト唱和　

先週は、2780 地区について、会
長報告について、MAKEUP につ
いて（MAKEUP カードについて
お話をさせていただきました。
本日は、身近なロータリー用語
の説明をさせてください。
まずは、RI とは。
国際ロータリーのことであり、
世界中のロータリークラブの連合体です。
S.A.A＝会場監督です。
例会や会議が秩序正しく行われるよう監督する人で
す。

 会長報告　　　　　　　　　鈴木　康仁　会長

クラブ理事会。
会長、副会長、幹事各 1名と、副幹事、会計理事 6名で月に 1回月初に行っております。
尚、理事会に出席するとMAKEUP 扱いになり、出席 1を認めておりますので、理事会の折にはぜひ出席し
てください。
クラブ例会は以前は毎週行ってきましたが、定款により年間 5日程度休みがありましたが、現在では最低
月に 2～ 3回例会行うことで良しとなっています。
職業分類でも大きな変化があり、50人未満のクラブでは同じ職業が 5名までOKとか、100 人以上のクラ
ブでは 10名までOKとか。
ビジター、他クラブからメークアップに来たロータリアンをビジター費 2,000 円
ポリオプラス（小児麻痺）は、RI の特別プラグラムであり、撲滅の証明が達成されるまで他のすべてのプ
ログラム以上に優先されます。



 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・鈴木康仁　加藤君、卓話楽しみにしています。
・相澤静夫　前回欠席のおわび。
・鈴木正孝　加藤さん、卓話よろしくお願いします。
　阿部さん、ようこそ。
・土田成明　欠席のおわび。
・藤喜代司　加藤会員、今日の卓話楽しみにしてお
　ります。よろしく願いします。

・奥山浩司　加藤会員、卓話楽しみにしています。
・岩野　明　カトウさん、卓話楽しみ似ております。
・山本達樹　本日もよろしくお願いします。加藤さんの卓話、楽しみです。
・加藤隆史　本日卓話、がんばります！よろしくお願い致します。
・長島満理子　加藤君、今日の卓話楽しみにしています。そして阿部さん、入会おめでとうございます。
　よろしくお願いします。
・近藤竜一郎　入会月、誕生月祝い、ありがとうござ
　います。加藤さん、卓話楽しみにしています。
　阿部さん、入会おめでとうございます。
　引き続きよろしくお願いします。

ニコニコ BOX 集計報告
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 幹事報告
＊脇ガバナーより公式訪問のお礼状　　
＊横須賀北 RC第 2732 ～ 2735 回週報
＊9月北海道胆振東部地震への義援金協力依頼　　
＊第 53回神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）
＊RI 財団室 NEWS　　
＊2021 ～ 2022 年度ガバナー・ノミニー選出のお知らせ
＊第 24回三浦市城ケ島駅伝競走大会の開催（ご案内）
＊「職業奉仕月間」卓話者派遣について（ご案内）
＊2019 規定審議会立法案提出のお願い
＊10月ロータリーレート　＄１１２　
＊2018・2019 年新橋演舞場公演のご案内
＊米山月間資料のご案内　　
＊END POLIO NOWオックスフォードシャツ申し込み

 出席報告 
・会員総数：26名　本日出席：16名　欠席：10名　　出席率 68.0％
・MAKE UP：鈴木康仁（社会を明るくする運動）　以上により、出席率は 65..3％になります

＊入会月お祝　　近藤竜一郎会員
＊誕生月お祝　　近藤竜一郎会員（S４４．１０．２０）
　　　　　　　　山本　達樹会員（S４６．１０．２２）

本  日 前回まで 累  計
ニコニコ 11,000 75,000 86,000
財 団 3,000 30,000 33,000
ポ リ オ 2,000 18,000 20,000
米 山 4,000 40,000 44,000
周 年 0 7,000 7,000

計 20,000 17,000 190,000

新入会員　阿部　一也　会員



三浦ロータリークラブに入会させていただいてまだ間もないのに卓話を
させていただいて大変恐縮しております。お聞き苦しい点多々あると思
いますが、本日はどうぞよろしくお願いします。
今日は私の過去の経歴と自分の商売について少しお話をさせていただき
たいと思います。まずは改めて自己紹介をさせていただきます。私は現
在４７歳で、有限会社　三浦衛生社の代表を務めております。
趣味は麻雀とゴルフとお酒です。そして家族は三浦海岸で妻と高校２年
生の息子と３人で今のところ幸せに暮らしております。
現在所属させていただいてる会はこの三浦ロータリークラブと横須賀法
人会青年部でございます。なんだかんだ結構忙しい日々を送っておりま
す。
実は私の三浦ロータリークラブとのご縁は、遡る事４０数年前、父が仕
事で忙しくて、ほとんど家族との交流を持てなかった頃、多分それを不
憫に思った鈴木正孝さんのお父様が毎年、母と姉と私の３人を三浦ロー
タリークラブのクリスマス会に招待していただきまして、以来毎年誘っ
ていただき、毎年わくわくしながらロータリーのクリスマス会を楽しみ
にしていました。
小さいころはあんなにロータリーを待ち焦がれていたのに、大人になっ
た今は、自分はまだ入会は浅いのですが、また木曜日が来てしまったか！
と何か面倒くさい気分に陥ってしまがちで、特に今日は自分の卓話ということで足取りも重かったのですが、
少し反省して、あの子供の頃の純粋な気持ちに戻って、木曜日のロータリーがわくわくしながら待てる大人に
なれたらいいなと思っています。
そして鈴木会長に於かれましては僕を小さいころからかわいがっていただきありがとうございました。
鈴木会長のご子息とはＪＣで知り合いまして、同学年ということもあり、一緒に泣いたり笑ったり、時には周
りがドキドキするほどの喧嘩もしたり沢山いろんなことがありましたが、今ではかけがえのない親友として親
しくさせていただいております。
そしてロータリーに入会を勧めていただきました奥山さんにはいろいろと鍛えていただきました。青年会議所
の先輩であり、そして親戚であり、僕の４０歳過ぎてからの人生に大きな影響を与えていただきました。
ロータリーの入会はさることながら、小泉進次郎代議士の後援会が横須賀・三浦地区には 5会あるうちの、三
浦での進次郎代議士後援会、「三進会」という会の会長にも任命していただきました。衆議院が解散するたびに
いろいろと忙しくなりますが、横須賀の方々との交流もとれますし、そちらでも現在までたくさんの勉強をさ
せていただいております。
さてそんな私は 40歳目前の３９歳の春に大病してしまいました。
くも膜下出血という病気を発症してしまい、生死の淵をさまようわけですが、それまでの生活が本当にだらし
なくて、たばこは 1日 50本ほど、宴席ではご飯に手を付けずお酒しか飲まない。そしてもちろん休肝日は作ら
ない、本当に不健康な生活を続けていました。
その不摂生がたたって今考えると、なるべくしてなった病気だったんだなと思います。運よく障害も残らずに
何とか完治いたしましたが、ちょうど青年会議所を卒業するタイミングの年でしたので、他の会からのお誘い
も多々ありました。
実際に笠倉さんよりロータリーのお誘いを受けていましたが、病気による体力的な事を理由にお断りをしてい
た経緯もございました。あの時はご期待に添えることができなくて大変申し訳なく思うところでございます。
でも今はもらった命ですし、何か社会に貢献したい気持ちで自分にできることはまずは断らずやれることはやっ
ていこうという気持ちになっています。
私は２４歳で三浦衛生社に入社する形になりまして、毎日仕事していたのですが、中学生から藤沢の私立中学
に通っていたこともありまして、ずっと住まいは三浦だったのですが、会社を手伝い始めてみると、地元に友
達がいなかった。困ったなと思っていた矢先、１９９５年２５歳の時に株式会社半六の杉田元さんに誘われて
三浦青年会議所に入会をしました。その年の理事長は鈴木正孝先輩でありました。本当にいろいろな縁を感じ
ると共に、このＪＣ入会が自分にとっては人生を変える大きな分岐点でもあり、会社を経営していく面におい
ても大きなメリットを得ることができた大変自分にとっては貴重な学びや経験をさせてくれたかけがえのない
会だったと今でも感じています。
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卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　隆史　会員
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2007 年には三浦青年会議所の理事長を経験させていただきまして、奉仕をすることに対しての尊さ、自己修練
の大切さ、メンバー同士の友情を育む素晴らしさを改めて痛感できた年でした。少しは人間的に成長できた年
であったし、今ではその経験や人との出会いが素晴らしい財産として残っています。
そして中でも貴重な経験をさせていただいたのは、2011 年に起こった東北大震災に際して、急きょ、事代の寺
本さんや奥山さんが中心となって仙台から出航したマグロ船が操業を経て三崎で荷のまぐろを下ろした船が、
カラで仙台に帰るのはもったいないということで、「海からの支援隊」と称し三崎の荷捌き所に全国から集めた
支援物資を仕分けして船に積み込み作業を手伝ったことです。
全国の皆様からの暖かい支援物資を仕分けして積み込む作業を 5日間ほど荷捌き所で参加させていただきまし
た。全国の皆さんの好意を目の当たりにする反面、中には下着とか使い古しの物を入れて、とても着られるよ
うな物じゃないやつまでダンボール箱に入っていました。仕分けしている間結局トラック 1台分にもなる廃棄
物が発生してしまい、支援とかボランティアをはき違えてる人がまだまだ日本には多いんだなと思って、愕然
としたとした記憶も残っています。
その後津波の被害にあわれた宮城県石巻市にあります渡波という場所に赴きまして炊き出しを敢行しました。
保冷車とレンタカーのバンに乗り込んで、まだ震災の影響でぼこぼこした東北道を進んでいきました。これは
ＪＣ内でも有志を募って行ったのですが、まだ津波が押し寄せた痕跡が残されていて、まちには電柱に流され
た車が引っかかっていたり、海の何とも言えない塩の臭い、海藻の腐った臭いがしたり、津波で流されたゴミ
が町中にたくさん溢れていましたし、まだまだ外は劣悪な環境でした。
炊き出しにはお米もこちらで用意して、いろいろな方々の協賛でまぐろ丼を振る舞うことができました。確か
２００食提供させていただいたのですか、被災者の皆様にはしっかりと列を作って順番を守っていただいて、
何の混乱もなくまぐろ丼を提供できました。海外のメディアが震災時の時日本人の素晴らしいところとして、
困難な時でも列を作って順番を待つ日本人の素晴らしさを報道していたのを思い出して、略奪・強奪を一切し
ない日本人の素晴らしさを再認識させられました。本当に良い経験をさせていただきました。
そんなもう卒業して久しいＪＣですが、ＪＣにもシニア会という会が存在しておりまして、卒業はしましたけど
シニアとしていろいろな形で現役をバックアップすることも行っております。今、三浦ＪＣも会員数の減少に
悩まされております。どの会も悩みは一緒だと思いますが、ＪＣＯＢの会員の皆様も多いロータリーであります
ので、会員の皆様のお子さん、お孫さんで２０歳から４０歳未満の方がいらしたら是非三浦ＪＣ入会をお勧め
いたします。逆にＪＣを卒業したメンバーにはロータリー入会を呼びかけていきたいと思います。

先週承認をして頂きました山星船具店の阿部君も同級生であります。阿部君も青年会議所を通して知り合って
以来 15年間本当に仲良くさせてもらっています。
そしてもともと幼稚園、小学校と同級生だった長島まりこさんもＪＣで再会をして、いまでは家族ぐるみのお
付き合いをさせていただいておりますし、市会議員として１期目の当選を目指したときは、微力でしたが親友
として選対の中枢を担わせていただき、私自身こちらも大変貴重な経験をさせていただきました。
皆様に於かれましては、まりちゃんの 1期目の活躍を是非議会だより等で見ていただいたり、直接聞いていた
だいきたいと思います。今後益々活躍が期待されるとこだと思いますので、2期目に向けても友達として一所懸
命応援していきたいと思います。

そして私の仕事の話に移りますが、私の会社は三
浦市から委託と許可を得て成り立っている清掃業
を主な業として日々営業しています。
元々は横浜の鶴見で同じ商売をしていました。三
浦市内の創業は昭和 35年であります。
三浦市からの委託業としての業務は、バキューム
カーで汲み取り式のトイレのお宅を月に２回定期
的に清掃に伺います。三浦市に於ける汲み取り式
のトイレの数はうちの現場で約 1,070 件ほど、も
う一社、岬興業さんの現場を合わせると多分
1500 件はまだ市内には汲み取り式のトイレが存
在する計算になると思います。浄化槽を保有して
いる件数は多分 8000 件くらいあると思います。
そして現在三浦市の下水道普及率は２７年度現在
で３３．７％と神奈川県下では真鶴町に次いで
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ニコニコ BOX 集計報告
本  日 前回まで 累  計

ニコニコ 10,000 65,000 75,000
財 団 0 30,000 33,000
ポ リ オ 0 18,000 18,000
米 山 0 40,000 44,000
周 年 0 7,000 7,000

計 10,000 16,000 170,000

＜横須賀西 RC・三浦 RC 合同例会＞　　2018 年 9 月 27 日　第 2748 回 例会　於：葉山商店

◇　点　　鍾　18 時 30 分

◇　ゲスト ・ ビジター紹介　　　加藤　元章　ガバナー補佐

◇　両会長報告

◇　両幹事報告

◇　出席報告　　　　　南西 RC→出席率　７８． ５７％

　　　　　　　　　　　　　 三浦 RC→出席率　５２． ００％
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