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奉仕の理想

で相模原署の署長さんの卓話があるそうなんで
すが、この日は会長さんを始め多数の会員さん
が海外に行かれるため、出席者が少ないとのこ
とで、出席できる方がいらっしゃいましたら、
ぜひお願いしますとのことです。
オリンピックも盛り上がっていますが、今週
で終わりですね。
また、俳優の大杉漣さんが 66 歳で突然死と
いうニュースには驚きました。皆さんも飲む機
会が非常に多いと思いますので、くれぐれもお
身体には気をつけて頂きたいと思います。

森田正紀会長

先日会長幹事会がありましたので、そのご報
告をさせて頂きます。
まず、次年度のテーマが「インスピレーショ
ンになろう」ということで、詳しい事について
は前沢さんが PETS に出席してから報告して頂
きたいと思います。
相模原 RC の I M への出席をよろしくお願い
しますということと、次年度の I M については
津久井 RC と相模原南 RC が合同で行うことが
決定、2019 年 3 月 9 日（土）にラポール千寿
閣にて開催です。
この合同開催の経緯については、津久井 RC
が IM の開催を辞退したいという申し出があっ
たそうですが、そういう例が今までにないこと
からガバナーとガバナー補佐が案を出した中で
相模原南 RC との合同開催になりました。
当クラブから補助を受けての開催という案も
出たようですが、開催の順番があるので相模原
南 RC との合同開催に決定させてもらったとい
うことでした。合同開催という前例がないこと
と、IM についての規定がないということで困
ったそうですが、津久井クラブさんの現状では
開催が不可能と判断、今回はそういうことでご
理解下さいとのことです。
これにより、各クラブの I M 開催が一年ずつ
早くなりますので、ご了承下さい。
相模原中 RC からの依頼で、2 月 27 日の例会

【出席報告者

幹
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津久井せんべい本舗
藤本都子
皆さん、こんにちは。今日は IM のお願いに私、
様
副実行委員長をしております木内と広報担当委
員長の伊藤と二人で参りました。
3 月 24 日、13 時 30 分よりラポール千寿閣で
行います。先ほど耳を澄ましていましたら、大
分大勢の方に参加して頂けるようですので、楽
しみにしております。
今回は「ロータリーは次世代のために何が

できるのか」ということをテーマにしまして、
基調講演は海洋冒険家の白石さん、パネルディ
スカッションはインターアクト、その指導者の
方々に参加して頂きます。大勢の皆様の参加を
お待ちしております。よろしくお願い致しま
す。

卓

話
渡邉博明津久井 JC 理事長

皆さん、こんにちは。今ご紹介頂きました
2018 年度津久井青年会議所第 37 代理事長を仰
せつかっております渡邉博明と申します。本日
はどうぞよろしくお願い致します。
津久井青年会議所の色々な事業、例会、つく
い湖湖上祭などでも、津久井中央ロータリーク
ラブの森田会長をはじめ、皆様より多くのご協
力、ご支援を頂きまして本当に感謝しておりま
す。ありがとうございます。
そして、このように貴重な時間を頂きました
事、重ねて感謝申し上げます。本日は自分の生
い立ち、仕事、津久井青年会議所のことについ
てお話させて頂きます。
私は 1981 年に津久井の青野原で生まれまし
て、今も在住しております。ご存じの方もいら
っしゃると思いますが、有限会社 MB オートと
申しまして自動車関係の仕事をしております。
青野原の小さな工場から始まりまして、今では
相模湖の若柳、中野、海老名にも工場があり、
青野原の本社と 4 店舗で展開しております。
平成 14 年に創業致しまして、今までやって
きたわけですが、この仕事をする中で地元の消
防団活動や商工会の活動にもお誘い頂き、また
2010 年に津久井青年会議所に入会させて頂き 8
年目となります。
仕事を始めて右も左もわからず、若さと勢い
だけでやってきまして今に至るわけですが、今
になってよくよく考えると、こういう立場で今
お話をさせて頂けるのも自分の親のお陰だと感
じています。
私の父親は自動車関係には縁もなく、学校の
教師でした。運動会などの学校行事に父親が来

た記憶はなく、小さい時からとても厳しくて怖い
存在でした。
何でこんな親のもとに生まれたのか、また地域
についても何でこんな所に生まれたのかと思っ
た時期もありましたが、そんな時に近くにいてく
れたのが友人や先輩という仲間でした。
父親が厳しかったからこそ我慢強くなったと
思いますし、支えてもらった多くの仲間がいたか
ら今の自分がいます。自分で仕事を始めてから苦
しい時が何度もありましたが、そういう時も家族
や友人が近くで支えてくれました。
今度は自分が人を支える立場にならなければ
と思うようになり、今では父親にも感謝しており
ます。
自分の事しか考えていなかった私を大きく変
えてくれたのが、津久井青年会議所でした。入会
して役職がついてくると、人の事を 1 つずつ考え
るようになり、それが加速していきました。
そんな機会を与えて下さったこの地域の方々
に自分は何ができるのか、また何をしなければい
けないのかと考えています。
自分がするべきことは仕事を成功させて地域
に貢献することはもちろんですが、その他にやら
なければならないことが沢山あると感じていま
す。
私達「青年」と呼ばれる若者が出来ることは何
かと考えますと、先輩方から知恵を頂き重たい物
を持つ、走る、ぶつかることではないかと思いま
す。青年会議所のメンバーは、間違いなく一人一
人意識が高いです。地域に色々な会があります
が、手を取り合ってよい所を共有し合い、この津
久井地域を必ず明るくしていきます。
今年度のスローガンは「輝」という一文字です
が、一人一人が輝きを放つと地域は必ず明るくな
ると思っております。この地域が明るくなること
によって、神奈川県が関東、日本がよくなると信
じています。
将来のために自分ができる事を精一杯やって
いきたいと思っておりますので、今後ともご指
導、ご鞭撻をよろしくお願い致します。

皆さん、こんにちは。津久井青年会議所副理
事長を今年度務めさせて頂いております武井
俊長と申します。どうぞよろしくお願い致しま
す。
今年度は拡大研修委員会を担当することに
なりまして、人材の育成を中心とした事業を一
年間やらせて頂きます。まだ始まったばかりで
すが、皆様のご協力を頂くことも多々あるかと
思います。今後ともよろしくお願い致します。

ジャパンビバレッジ
天野様 鍋島様
只今ご紹介頂きましたジャパンビバレッジ
の天野と申します。本日はお招き頂きありがと
うございます。
私は地元の少年野球チームの監督をやって
おります。津久井中央ロータリークラブ様には
ロータリークラブ杯を毎年開催して頂きまし
て本当にありがとうございます。
我々は全国的に飲料自動販売機や給茶機の
総合サービスをやっておりまして、今回ロータ
リークラブさんに私達の企業、業務内容を知っ
て頂きたいと思い、今日はお邪魔させて頂きま
した。
弊社の自動販売機、もしくは給茶機をご紹介
頂いた際に、紹介料という形でロータリークラ
ブ様の方に納めさせて頂きますので、運営資金
にご活用頂ければという提案です。
弊社オリジナルの自動販売機がありまして、
各メーカーの自動販売機も取り扱っておりま
すが、メーカーのものは売れる商品に偏りがあ
るため、売れる商品を一台に集約したコンビニ
のような販売機です。
また弊社が今力を入れているのがオフィス
内に置ける給茶機で、お茶コーヒーもホットも
コールドもできる便利な小型のものです。資料
をご覧頂き、ぜひご検討頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

スマイル委員会

山﨑和彦委員長

『ス マ イ ル 報 告 山﨑和彦委員長』
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森田正紀会員

杉本信一会員
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小川洋一会員
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小山里枝会員

水野 茂会員
山﨑和彦会員

井上 旭会員

前沢弘之会員
吉野賢治会員

本日は I M のお願いに参りました。3 月 24 日多勢の皆様の参加をお待ちしており
ますので、よろしくお願いします。

渡邉様、本日の卓話ありがとうございました。武井様、ようこそいらっしゃいま
した。相模原 RC 木内様、伊藤様、I M の PR ご苦労様です。I M の成功心よりお
祈り申し上げます。また当日は宜しくお願い致します。
木内様、伊藤様、JC 会長様、武井様ようこそ。次期入会よろしく。
2/19 で 64 才になりました。東京オリンピックまでガンバリます!!
木内様、お久しぶりです。本日はありがとうございます。I M お疲れ様です。
JC の渡邉会長には、本日卓話ありがとうございました。
朝の植樹作業ご苦労様です。今日も雪がちょっと降りました。だれか雪男がいる
のかなー！
相模原ロータリークラブ木内様、伊藤様、津久井 JC 渡邉理事長、武井副理事長、
ジャパンビバレッジの皆様、ようこそお越し下さいました。
桜植樹事業、ありがとうございました。吉野さん、本当に何から何まで感謝して
おります。
本日は久しぶりに活気あふれる例会です。嬉しいです！元気になれます。
今朝の植樹事業、参加できず残念でした。無事にありがとうございました。ご苦
労様でした。相模原ロータリークラブ様、I M よろしくお願い致します。
津久井青年会議所から渡邉理事長、武井副理事長、ありがとうございました！
おまんじゅうは遅ればせながらのバレンタインにします。
本日は早退します。渡邉理事長の話が聞けずに残念です。
皆さん、桜の植樹お疲れ様でした。相模原 RC の皆さん、I M の成功をお祈りし
ます。渡邉理事長卓話ありがとうございました。これからも活躍をお願いします。
今日は寒いですが、ふきのとうがいっぱい出てきています。春よこい、早くこい！
相模原 RC の木内さん、伊藤さん、遠路ありがとうございます。
津久井 JC の渡邉さん、武井さん、卓話ありがとうございました。
本日 8 時より中野小学校 6 年生の卒業記念桜の植樹に行ってきましたが、あいに
く雨だったので、校庭に 1 本植えてセレモニーを行ないました。子供達はとても
元気でした。
日付を書いて、ハッとしました。カミさんの誕生日が一昨日だった。
早朝から中野小桜植樹、お疲れ様でした。中野山の植樹は 3 月中野山林組合の協
力で有志でおこなう予定です。
卓話を戴いた JC の渡邉理事長他お客様、ようこそいらっしゃいました。

