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第 2768 回 例会

点 鍾 12 時 30 分
ロータリーソング 『奉仕の理想』
四つのテスト唱和
ゲスト 三浦青年会議所 理事長 蛭田 健 様
ビジター
ロータリーの友 地区代表委員相模原南 RC
中村 辰雄 様

会長報告

鈴木

康仁

3 月 29 日（金）に須坂 RC の 40
周年記念式典へ私含め会員 6 名
で出席してまいりました。
予定より早く到着したので、信州
大学特任教授・遠藤 守先生の記
念講演を聞くことができました。
記念式典では、藤沢会長の気合の
入った「点鐘」で始まり、会長挨
拶、三木須坂市長、国際ロータリー第 2600 地区の
伊藤ガバナーの挨拶、そして感謝状の贈呈、駅前に
モニュメント時計塔を寄贈された、松本電器（株）
の松本恵会長（同クラブ会員）記念品を添えて贈呈
されました。
それから、祝賀会が開催され須坂 RC の会長挨拶の
後、三浦 RC 代表として私が挨拶を行い、吉田三浦
市長からのメッセージを預かっていたので、秋本幹
事より代読していただきました。
翌日は横須賀で IM がありましたので、そのままバ
スで横須賀へ向かいました。
16：30 〜講演が始まり、須坂参加の 6 名の他に、
鈴木会長エレクト、笠倉会員、山本会員が参加し、
懇親会まで過ごしました。
皆様、大変お疲れさまでした。

ロータリーの友 地区代表委員相模原南 RC
中村 辰雄 様
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幹事報告
＊お誕生日お祝い 阿部一也会員

S45.4.24

＊入会月お祝い

松崎貞男会員

1973 年

土田成明会員

2009 年

相澤静夫会員
藤喜代司会員
佐藤周一会員
奥山浩司会員

＊横須賀北 RC 第 2751 〜 2753 回週報
＊2019-2020 第 1 回三役会 議事録
＊横須賀 RC 4 月例会のお知らせ

1987 年
2009 年
2014 年
2014 年

＊横須賀南西 RC 例会のご案内

＊4 月ロータリーレート ＄110

＊国際交流協会 総会、英会話教室、英語料理教室のお知らせ
＊地区研修・協議会「奉仕プロジェクト部門会」実施について
＊マイロータリー・クラブセントラルセミナーのご案内

出席報告

・会員総数：26 名
・本日出席：17 名

欠席：9 名

出席率 65.3％

ニコニコ BOX 報告

ニコニコ BOX 集計報告

ニコニコ
財
団
ポ リ オ
米
山
周
年
計

本 日 前回まで
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36,000 483,000

・相模原南 RC 中村辰雄様 初めてメークアップ
累 計
に参りました。今年度、脇ガバナーの代理として
244,000
「ロータリーの友」地区代表を行っております。
99,000
会員の皆様へ「ロータリーの友」拝読されますよ
56,000
うお願いに参りました。
109,000
よろしくお願い致します。
11,000
・鈴木康仁 蛭田理事長、ようこそロータリーへ。
519,000

卒業後は席を作っておきますのでよろしく。待っています。
須坂 IM はお疲れ様でした。 中村会員、ようこそ三浦へ。
・松崎貞男 入会 1973 年、年月ばかり過ごしました。
・相澤静夫 欠席のおわび。入会月ありがとうございます。
・鈴木正孝 蛭田さん、卓話お願いします。
・秋本清道 蛭田理事長、本日卓話よろしくお願いします。 中村さんようこそ。
・笠倉正弘 蛭田理事長、ようこそ三浦ロータリーへ。
・長瀬六朗 しばらく休みしてすいません。
・奥山浩司 早退のおわび。入会月お岩のお礼。
・山本達樹 蛭田理事長、本日はよろしくお願いします。
・長島満理子 蛭田理事長、よろしくお願いします。楽しみにしています。
・加藤隆史 蛭田たけし君、本日の卓話よろしくお願いします。
だけどな！たけし！ JC 卒業したらロータリーだぞ！ロータリー入会宣言のリップサービスもよろしく！
・福地宏章 前回欠席のおわび。
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卓

話

三浦青年会議所

蛭田

健

様

本日はお招きいただきありがとうございます。
私は公益社団法人三浦青年会議所、第 58 代理事長の職をお預かり
している蛭田健と申します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
会社は小網代にある港自動車で専務を務めさせていただいており
ます。自分で 3 代目となる、創業 67 年を迎える会社ではございます。
略歴ではございますが、自分の経歴をご紹介させていただきます。
1982 年に三浦市で生まれ、岬陽小学校、上原中学校、県立横須賀
高校、神奈川大学と進み、その後、株式会社スズキの後継者育成
制度で本社に就職し、その後 24 歳で実家の港自動車に戻って参り
ました。
三浦青年会議所に入ったきっかけは現在ロータリークラブの会員
でもあられる、会社のご贔屓いただいおります加藤先輩にお誘い
をいただいたのがきっかけでした。
ＪC の格言で、「返事はハイか、ＹES のみ」という、時には笑えな
い言葉がありまして、今思うとその時から始まっていたのだなと
感じることもあります。
初めて、三浦青年会議所の例会に初めてゲストとして参加した時の衝撃は 13 年たった今でも鮮明に覚え
ております。スーツ姿の集団が国家と聞いたこともない宗教の歌のようなものを全員で斉唱しているのを
目の当たりにした時は、マズイ団体に来てしまったというザワザワした感覚を感じたことを覚えています。
もちろん今となっては、国家を歌うことの当たり前さ、ＪC ソングやそのほかのセレモニーの意味、大切さ
を理解し、真面目に取り組んでおりますが、何も知らない 24 歳の自分には今思っても衝撃的でした。
きっかけは加藤先輩のお誘いでしたが、自分が青年会議所という団体に入った理由、と申しますか、動機
というのは、「地元に仲間が欲しい」という思いがあったからです。
スズキから地元に戻って来たのが 24 歳の時でしたが、高校時代から三浦市にはただ夜に帰ってくるだけ
という生活を繰り返していたので、気づいた時には地元にほとんど友達がいなかったのです。友達がいな
かったというよりは、同年代のほとんどの仲間が三浦市には住んでいなかったというのが正しいでしょう
か。
実家の会社に戻ってきて、日中は働いて、実家でご飯を食べて寝る。飲みに行くのも横須賀や横浜。三浦
市ではファミレス以外食べに行けるところもないし、一緒に飲みに行ける仲間もいない。実家に戻って来て、
一所懸命仕事を覚えようと毎日頑張っているも、なんだか寂しい。そんな日々でした。
業種も年齢・世代も違うけれども、一緒に食べて・飲めて・話せる。そんなところにともて魅力を感じたのが、
入会した理由でした。
ちなみにですが、同時期に消防団と青年会からもお誘いを受け、仲間を作りたいという同じ思いからほぼ
同時期に全部に入会・入団をしました。今思うと、地元企業の息子・若手は常に引っ張りだこ状態なんですね。
余計な話かもしれませんが、コンパニオンさんのいる宴会とスナックを初めて経験したのもこの時期でし
た。
そして、入ってからの自分ですが、感想としては「楽しい」という感情が大きな割合を占めるような感じ
で青年会議所活動に参加することができました。
ほぼ自分より年上のかたたちと夜集まって、あーでもないこーでもないと議論をして、一つの例会・事業
を作り上げて行く。全てが新鮮で新しい世界に飛び込んだ感覚でした。
青年会議所では委員から始まり、副委員長、委員長、副理事長、専務理事、理事長という風な役職で進ん
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でいくのですが、一つ一つの事業では委員長という役職が主となって事業運営を進めてまいります。委員
会の運営、理事会という会議に出す議案の作成、割り当てられた予算の管理など、多岐にわたります。理
事長という役職に就かせていただいた今、自分が一番成長したな、と思う時期は、この委員長時代が当て
はまります。
まずは自分が受け持つ委員会、例えば「まちづくり委員会」や「総務委員会」といった担当する委員会で
何をしたいのかを考えます。当年の理事長の所信に沿った内容で一年間のテーマを決め、事業の内容を決
めます。ここまでは副委員長までを経験する中で、自分が委員長になったらこうゆうことをやりたいな、
という想定がある程度あったので、何とかなるのですが、一番最初に苦戦する場面は、副委員長を受けて
もらうこととその後の毎回の委員会での人集めでした。
今まで、委員メンバーだった方たちから指名して副委員長を受けてもらうのですが、だいたいの場合でな
かなかスムーズに決まらないことが多いです。最近は、いきなりお願いするのではなく、一年位前から仕
込みをしてそこで躓かないようにする新委員長が多いのですが、自分の場合は、その仕込みの部分が弱く、
いつも難航していた記憶があります。
次に副委員長が決まると理事会や例会事業に向けた委員会運営が始まります。自分が委員メンバーだった
ころは、自分が仮に委員長になったらもっとうまくやってやるのにな、こうやったらいいのに、なんて今
思うと生意気なことを考えていたのですが、実際委員長になって運営を始めると、思うようにいくことな
んてほとんどないんですね。なぜなら、メンバーは三浦市の商売されている年上の方々でいい意味でも悪
い意味でも一癖二癖もある方ばっかりなのです。副委員長を含め委員会全員をまとめて運営していくは思っ
たより大変でした。
そうなるとどうなるか。全部自分でやろうとしてしまうようになってしまい、だんだん抱えか切れなくなる。
そうなると仕事と JC に追われてしまって楽しくなくなる。自分が楽しくなくなると、周りが楽しくなくな
る、そうなると自分がもっと楽しくなくなるという悪循環に陥る。なのですが、青年会議所のいいところ
はそんな状態になったときに助けれてくるメンバーがいることです。委員長の上の立場である担当の副理
事長から助言をいただきました。全部自分でやろうするからできなくなって一杯一杯になる。ほかの人に、
今回の場合は委員会メンバーになるのですが仕事を振ってお願いすることも委員長の仕事である。人に任
せる、任せられるというのも委員長の力量だという風に教えてもらえるのです。これが分かっていても中々
実行することが難しい。何故なら、自分でやってしまったほうが早いから 1 人 1 人にお願いすることを説
明して、実行してもらう。そして結果報告を待って、その報告を聞いてからまた次につなげる。この一連
の流れが非常にじれったいというか我慢強さが必要になります。なかなか行動に移してくれない人もいる
し、お願いした通りにやってくれない人もいるし、年上の方に催促もなかなかしづらい。けれども、これ
が JC 内でできなければ、私個人の成長にも繋がらない。JC 内でできないことが会社に戻ってもできるは
ずがない。と委員長をやっている間はずっと言われ続けていました。頼ることが苦手だったんですね。そ
の後、監事や副理事長、専務理事と務めさせていただいたのですが、理事長となると事業に対しては逆に
メンバーみんなを信じて任せることしかできないんですね。組織の一年の基本方針となるテーマと所信を
書き、様々な場所に参加させていただき、各事業でも挨拶の時間をいただいたりとやることが決して少な
くなったわけではないのですが、事業に対しては思いを伝えて委員長に任せる。そんな風なことを理事長
の職を預かってからまだ 3 か月しかっていませんが感じております。
最近の課題は、青年会議所で学んだことをどうやって会社に生かしていくか、表していくかという点です。
蛭田個人として成長が会社にとってもプラスになることはもちろんですが、青年会議所で学んだ考え方や
スキル・経験を会社に落とし込むことができればもっと会社は成長することができると思いますし、逆に
それができなければ、協力してもらっている会社の従業員さんや家族に対して非常に申し訳ないと思うの
です。恩を返すという意味でも自分の成長だけではなく、会社の直接の成長や向上に繋がるような形で自
分の知識を活かすことが今後の青年会議所活動の中での個人的な会社に対する責務だと感じております。
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青年会議所に入ってからの変化と現在に理事長になってからについてお話しさせていただければと思いま
す。
三浦青年会議所、県内のほかの青年会議所とは違い、人数が常に３０名前後の団体です。
４、５年とやっていくうちに、いつかは自分も理事長をやるのかな、なんて思ったりするのですが、平均
すると大体が 38 歳前後に理事長の役職につくことが多いので、中々具体的なイメージって湧かないのです。
湧かないというよりは、平日の日中に仕事を抜けたり、休んだりして青年会議所活動している自分が全く
イメージができないんですね。なぜかというと、自分が会社に戻ってきた時は社長である父と母の二人で
会社業務を行なっている。だんだん、自分の役割ができてきて、三人で回すようになる。そうなると一人
でも抜けると会社が回らなくなるんですね。そして何よりも両親の仕事外の活動への理解が全くなかった。
いろんなことを試して、仕事は順調に増えてスタッフも２人ほど増えて会社としては少しずつですが成長
したのですが、逆に 32 歳越えた頃には自分が会社の中心になっていて、自分がいないと会社がストップ
してしまうような状況になってしまいました。
転機が訪れたのは 2018 年度の役職決めが行われる始める 2017 年の初夏でした。2018 年度の理事長でし
た出口泰行くんから専務理事の依頼があったのです。青年会議所の専務理事という役職は、理事長と行動
を共にすることが多いため、平日・休日構わず会社の外に出ることが多いです。ただ、お断りする選択肢
がないのも事実なのです。冒頭にお話した「返事はハイかＹES」という訳ではありませんが、三浦青年会
議所の内部事情を見れば代わりにできる人もほとんどいませんし、何よりも入会当時からお世話になって
いる出口君の役に立ちたいという思いが強くありました。
会社の実情を考えれば簡単に受けれる状況ではなかったのですが、お誘いを受けたその場で承諾しちゃっ
たんですね。
それで、どうしたらいいか。答えはありきたりですが、自分の代わりとなる人間を雇えばいいです。とは言っ
ても、そう簡単に人が見つかるわけはないですし、見つかったとしても使える人間になるまで時間がかかる。
運よく、ご縁があり、自分の代わりができそうな若手一人と年上のメカニックの方２名が見つかり、雇う
ことができました。
小さいな会社からすると同時に二人正社員を増やすことがほんとにリスクの塊と言っていいぐらいの挑戦
なのですが、不思議なもので人が増えると仕事も増えて今ではその二人がいないと会社が回らなくなって
います。人が増えたことにより自分の時間を作れるようになり、何とか専務理事の職をやりきることができ、
その勢いのまま 2019 年度の理事長もお受けすることができました。
10 年後の自分がどのようになっているか想像するだけはなく、どうなっていたいかを考え、逆算して今か
ら 10 年後までに何をしていくかを考え実行していく、そんなことを身を持って学んだ 2018 年度であり、
自分でも成長を感じることができた一年間でした。
決して、この事業をしたからとか、委員長をやったからとか、副理事長をやったからというわけではなく、
2007 年に青年会議所に入会してから今日に至るまでのすべての経験が私の血となり肉となり、目に見え
ない形で私の成長に繋がっているのだと、今改めて痛感をしています。
理事長になるまでも色々な経験をさせてもらうことができましたが、理事長になっての変化のひとつに、
神奈川県内の役員や理事長の集まりに参加するようになり、さらに今まで触れ合ったことのない人や業種
と接する機会が持つことができ、様々な考えを聞くことができ、自分の見識を広げることができました。
弁護士、税理士、有名企業の専務だったりと通常では知り合う機会のない人たちと一緒に会議をしたり、
事業に参加することができています。
まずは出席・参加をする。当たり前のことですが、なかなか難しい、理由は仕事だったり家族だった、で
きない・しない理由はいくらでも作れるけれども、何とか時間を作って参加する、そして何かを得て帰る。
この繰り返しが私のまた新たな成長に繋がるのだと信じております。
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今後の展望ですが、今年は 11 月に開催を予定している城ヶ島大橋のライトアップをメイン事業の一つと
して構えております。これは昨年の 11 月に初めて開催させていただいた事業であり、その時は城ヶ島大
橋の欄干に 1350 本のＬED ライトを取り付けライトアップ事業を開催しました。ただ、「1350 本のＬED
ライトを光らせました。」とお話しするとあんまり驚かれないのですが、100 円ショップで 100 円のＬED
ライト 1350 本とそれに詰め込む単４電池 4050 個を購入して、その乾電池を一つ一つＬED ライトに装着
していきます。そして今回、7 色に光らせたいという思いがあったのでＬED ライトのレンズ部分にセロハ
ンテープを貼って一本一本マッキーで塗ります。そして下準備の最後の工程としてＬED ライトを橋の欄干
と固定とするための布を切ってＬED ライトに巻きつけます。ここまでやって、やっと橋に取り付けるため
の準備の完成です。そして今度はこれを手作業で１本１本を橋の三崎方面の欄干に 1350 本、手作業と取
り付けます。そして最後に大切なのが点灯です。もちろん一斉点灯スイッチ、のような便利な装置はない
ので手作業を一つ一つＬED ライトの先端のボタンを押します。これでようやく光らせることできました。
どうしてこんな手間の掛かる方法をとったのか。それは「予算がなかったから」です。
このライトアップの事業名である「光らせよう。希望の城ヶ島大橋を。」に用紙された予算はいくらだと思
いますか？実は約 20 万円。昨年その事業の担当していた委員長が入会当時から城ヶ島大橋をライトアッ
プさせたいと願っていたのです。そしてそのチャンスが来た。会のその事業に割り当てられた予算は 20
万円。その 20 万円でなんとか城ヶ島大橋を光らせたい。そんな強い思いから成功したライトアップとい
う事業でした。光らすことができたのはたったの 2 日間の夜の時間だけだったかもしれない。それでも、
開設 60 年の中で一度も光ることがなかった城ヶ島大橋を光らせることができれば、三崎が変わるかもし
れない。三浦市が変わるかもしれない。それを見た市民のかたの何かが変わるかもしれない。そんな期待
をのせたライトアップでした。
そしてその期待は現実のものとなりました。三浦市と京浜急行電鉄から次回開催へのお話をいただきまし
た。現在はそこに県の総合センターが加わって、検討会を立ち上げている最中でして、今後様々なかたへ
団体へご協力やご支援のお願いをしに行く、下準備をしております。
2019 年度の主な活動としては、賀詞交歓会から始まり、献血事業、市議会選挙の公開討論会、市内中学
校での模擬投票事業、わんぱく相撲大会、夏のサンドアート、花火大会の協力など、本年も毎月例会開催し、
市民への認知度の向上・市民から必要とされる団体へさらなる進化を計っていきたいと邁進しております。
最後となりますが、自分の性格というか物に対する考え方もかわりまして、そのご紹介を少しさせていた
ただいて終わらせていただきます。
理事長をやるまでは革靴は 4000 円ぐらいの安物の靴を全く手入れもせず、履きつぶしては捨てるような
使い方をしていました。ただ、理事長をやるにあたって、組織の代表として多少見栄えは気にしないとい
けないなと思い、自分にとっては靴にしては掛けすぎたかなって思う金額の 3 万ぐらいの革靴を買って新
年を迎えたのですが、履くときはいつも磨いた状態でないと意味がないことに気づき、靴を磨くセットを
初めて一式買いました。靴を磨くのを繰り返すうちに磨きいたあとの光っている革靴を見るのが気持ちよ
くなっている自分がいるんですね。人生３６年で初めての感覚でした。そうなるとスーツも手入れをした
くなる。勉強してブラシを買って毎回ブラッシングをする。これも人生初での経験でした。今では酔っぱらっ
て帰っても、家の玄関で靴をブラッシングするような人間に変化しました。理事長になるという影響力っ
てこんなところにもあるんですね。
自分のことばかりを皆様にお話ししていると大変恥ずかしい気持ちでいっぱいですが、必ず自分の成長や
会社の成長に繋がる団体です。もし対象となる方や興味のありそうな方がいらっしゃいましたら是非わた
くしまでお声かけお願い致します。楽しいだけの組織ではなく、その後の人生や考え方にもプラスになる
組織です。
最後に皆様へのお願いで終わってしまい大変恐縮ではございますが、三浦ローターリークラブ様の今後ま
すますのご発展祈念申し上げまして、私の卓話を締めさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
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