
 
2018 年 3 月 16 日 第 3237回例会 

    於： 横須賀商工会議所 

＜点鐘・開会＞ １２：３０ 小 林 会長 

＜斉    唱＞ 「それでこそロータリー」 

＜ゲスト紹介＞ ＊横須賀学院中学校・高等学校 

                   校 長 藤野 利夫 様 

横須賀学院中学校 教 諭 小出 啓介 様 

           生 徒 野澤 日向 様・帯川 真生 様 

            〃  飯田 竣介 様・岩田 帆南 様 

            〃  町山 真心 様・榎田なごみ 様 

 ＊米山奨学生  金  璁勍 様 

 ＊通   訳  高橋 栄子 様 

＜記念品贈呈＞ ＊上林 茂会員（1968年 3月 8日 第 829回例会にて入会）５０年記念品贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜退 会 挨 拶＞ ＊藤原 馨会員 

＜台湾東部地震への義捐金の協力依頼について＞60,500円送金 

＜会 長 報 告＞ ＊第１グループ三役会 報告 

 ＊Classic Japan Rally 2018 R134 Springについて 

   ３月１７日（土）９：００三笠公園集合（ＲＣキャップ着用） 

＜委員長報告＞ ＊ＶＴＴ委員会 飯塚委員長より委員会 報告 

 ＊インターアクト委員会 高橋委員長よりアクターズミーティング 報告 

 ＊社会奉仕委員会 山田委員長より１００００㍍プロムナードクリーン作戦の御礼と報告 

渡辺社会奉仕副委員長のバックアップのもと、１００００㍍プロムナードクリーン作

戦大成功のご報告をいたします。今回は例会だったので点鐘で始まり、点鐘で終わ

りました。当日は雲一つなく、風もふかず、ぽかぽかの晴天の中７地点（ヴェルニ

ー公園・横須賀学院・観音崎横須賀美術館・京急浦賀駅・三浦学苑・湘南学院・商

工会議所）からのスタートで、メインのヴェルニー公園からは３コースに分かれ、

三浦学苑からも３コースに分かれ、各所からの歩道をくまなく清掃することができ

ました。参加者は、ボーイスカウト（米軍３５人含め）、横須賀高校・横須賀学

院・三浦学苑・湘南学院・明光高校・緑ヶ丘高校の市内６学校とロータリアン・ロ

ーターアクトの総勢４９６人になりました。鈴木豊司広報委員長の努力の成果で、  

ＪＣＯＭさん、はまかぜ新聞さん、神奈川新聞さんと取材に来ていただき、ヴェル

ニー公園から海辺つり公園まで同行いただき、集合写真の撮影及び会長インタビュ

ーをしていただきました。藤原会員・松村会員、ありがとうございます。 

今回は、少々細かく１１コースの計画をしましたので、当会員の多くの方にリ

ーダー・サブリーダー・補助リーダーを務めていただき、その職務を完全に務めて

いただいた結果だと、感謝しております。また、毎年裏方の担当をしていただいて



いる越川会員・谷会員・飯塚会員及び小林ＳＡＡには朝早くからご協力をいただき

本当にありがとうございます。飯塚会員はボーイスカウトが撤収する最後の最後ま

で海辺つり公園に残っていただきました。本当にありがとうございます。 

私は、今回の奉仕活動をしっかりと自分の目に納めようと、ずるいですがスクータ

ーでぐるぐる各コースを廻っておりました。残念ながらすべての奉仕を確認するこ

とはできませんでしたが、参加者みなさん本当に頑張っていたと思います。特に印

象に残っているのは、やっぱり発起人であるロータリアンメンバーのゴミ袋のパン

パン状態です。重たいぐらい詰め込み海辺つり公園まで運んでいただきました。あ

りがとうございます。 

ゴミの多さは、中央界隈と海岸通り及び平成町マンション街の植え込みの中が際立

っていました。来年の１００００㍍クリーン作戦は、その辺を考慮し、計画を立てら

れたらと思います。私も来年度は、パスト社会奉仕委員長としてしっかり奉仕をし

たいと考えております。 

最後になりますが、事務局の三宅さんにも絶大なるご協力いただいたことに感謝を

し、１００００㍍プロムナードクリーン作戦の報告を終わります。 

本当に、参加してくれた会員のみなさん、ありがとうございました。今回残念なが

ら参加できなかった会員のみなさん、来年はよろしくお願いいたします。 

最後の最後に個人的な感想ですが、色々廻ってみて、小佐野ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ・澤田会

員・松村会員のゴミ袋が大きかったこと、もっとびっくりしたのが若麻績会員の袋

でした。たぶんベスト４だと思います。来年も宜しくお願いします。大きなゴミ袋

を計ってクリーン大賞を出してもよかったと思いました。 

最後の最後の最後に、社内奉仕委員長として、皆様に感謝申し上げます。本当にご

協力ありがとうございました。 

＜幹 事 報 告＞ ＊週報・・横須賀北ＲＣ/横須賀西ＲＣより受領 

 ＊ガバナー月信 No.９ 

 ＊例会終了後第９回理事役員会開催（例会場） 

＜出 席 報 告＞ ＊出席委員会 植田委員長より３月１６日の出席報告 

会 員 数 出席対象者数 出 席 数 欠 席 数 メークアップ数 出 席 率 

１１５名 １０１名 ６４名 ３７名 ２名 65.35％ 

＜ニコニコ報告＞ 

 ・横須賀学院中学校・高等学校校長 藤野利夫様、学年主任 小出啓介様 

         今日は生徒たちと共にお世話になります。 

 ・井 苅 会員 本日はよい体験学習をさせていただいた生徒たちに報告の機会を下さってありがとうご 

         ざいます。 

 ・三    役 横須賀学院中学校・高等学校 校長藤野利夫様、小出啓介先生はじめ６名の生徒さん、 

         本日はようこそお越しくださいました。 

 ・角 井、瀬 戸、吉田（啓）、上原（公）、福 西、澤 田、薦 野、信 木、 

  渡 邉、齋藤（眞）、若麻績、新倉（定）、田 邉、佐久間、高橋（隆）  各会員 

         横須賀学院中学校の皆様、職場体験学習の報告、楽しみにしております。 

 ・齋藤（眞）、佐久間、前 川、江 沢、飯 塚、高橋（隆）  各会員 

         米山奨学生 金 璁勍様ようこそお越し下さいました。 

 ・三    役 上林会員、入会５０年おめでとうございます。６０年目指して頑張ってください。 

 ・猿 丸、瀬 戸、植 田、Enora、岩 瀬、波 島、井 苅、福 西、澤 田、 

  勝 間、渡 邉、鈴木（嘉）、齋藤（眞）、若麻績、新倉（定）、秋 本、田 邉、薦 野、 

  前 川、北 村、根 岸、長 尾、江 沢、飯 塚、高橋（隆）、長 坂 各会員 

         上林会員、入会５０年おめでとうございます。これからも６０年７０年、１００年目指 

         してますますロータリー活動を楽しんでください。 

 ・上 林 会員 おかげさまで５０年経ちました。これからもよろしく。 



 ・山田社会奉仕委員長 ありがとうございました。報告は先ほど。 

 ・加藤（淳）、植 田、波 島、福 西、澤 田、鈴木（之）、齋藤（眞）、渡辺（重）、江沢、高橋（隆）  各会員 

         ３月１１日の１００００㍍プロムナードクリーン作戦、晴天の中、無事開催されました。 

         ご出席の皆様、お疲れ様でした。山田社会奉仕委員長、ご準備ありがとうございました。 

 ・長尾４番テーブルマスター ３月２日、メルキュールホテルにて４番テーブルミーティングがありまし 

         た。猿丸会員、美味しいお料理をご提供下さりありがとうございました。 

 ・勝 間、増 田 両会員 ３月２日、メルキュールホテルにて４番テーブルミーティングを開催し、 

         楽しいひと時を過ごすことが出来ました。長尾マスター、猿丸サブマスター有難うござ 

         いました。 

 ・藤 原 会員 本日で例会出席は最終となります。お世話になりました！さみし～～～っ！ 

 ・徳 永 会員 うれしいことがあったので。 

 ・Enora Rogers 会員 Kanreki celebration thank you very much! I am so happy to be in Japan  

         for this special celebration 

 ・八 巻 会員 明３月１７日、商工会議所創立９０周年イベントとして「不動産セミナー＆なんでも相 

         談会」を行います。第１部「セミナー」が１３時半から。第２部「なんでも相談会」が 

         １５時からです。是非ともご参加ください。 

 ・齋藤（眞）、岡 田、藤 村、藤 原、植 田、飯 塚、北 村 各会員 谷会員に写真をいただいて  

 

 

＜卓 話＞           「 職場体験学習報告 」 

                               横須賀学院高等学校３年生の皆さん 

                                       

 こんにちは。ただ今紹介にあずかりました横須賀学院中学校３年の学年主任をしております小出と申します。

本日はこのような機会を頂きましてご報告させて頂く事ができ大変嬉しく思っております。横須賀学院中学３年

生ですが、横須賀ロータリークラブ瀬戸様に今年は窓口になって頂いて３０社近い事業所にお世話になりました。

普通中学生の職場体験と言いますと中学２年生で伺うという事になると思いますが横須賀学院は中高ございます

ので３年生がこういう行事を行う事ができるのが、成長段階でやはり中学３年生くらいの自分の人生がぼんやり

見えてきている段階で、様々な事業スタイルにお邪魔することができるという事が、生徒の中でその体験を意味

ある物に結実させるという意味でも良い時期なんじゃないかなと思っています。 

 今年は生徒８４名がそれぞれの事業所に伺って最初は第一希望をとってその第１希望の中で調整させて頂いて、

次にはある程度教員の中で振り分けるような形をとりました。と申しますのはそこで様々な出会いと申しますか

運命みたいな物を受け入れてその中で頑張ってもらいたいという気持ちがあったものですから、生徒達最初の希

望はいろいろあったのですけれども、もともとの自分の本意とは違う場所に伺ったりという事もあって当初我々

は、大丈夫かな変な態度をとったりしないかなと心配をしていたのですが、帰って来た生徒達の声を聞いてみる

とどの事業所さんでもとても優しくして頂いて感謝しています。我々授業をやっていく中では学校の中は練習の

場所だからいっぱいいっぱい失敗しなさいと言っていますが、職場体験では簡単に失敗が許される所に赴くので

はないので事前に指導としてご来校頂いて、働くというのはどういう事なのか説明をして頂いたりとか、行く前

にも生徒をもう一回集めてお辞儀の仕方や挨拶の仕方を話しながら伺わせたのですが、やはり最初に申し上げた

通り大変優しくして頂きまして有り難く思っております。今日は参加した生徒の中で３クラスありますが、各ク

ラス２人ずつ生徒に来てもらってそれぞれコメントをと思っております。いろいろな所でいろいろな事を社会が

変わっていく中でいろんな場面で、例えばコンピューターが様々な場面で導入されたりだとかその変わっていく

中で変わらなくちゃならない物とやはり生徒が自分を成長させるという意味で人格を形成する大事な時期に本当

に貴重な経験をさせて頂いたと思っております。ここでの経験を大切に育てて行ってもらいたいなと生徒には思

っております。私の方の話より生徒の声を直接と思いますのでそれぞれ出てきたらクラスと自分の名前、どのよ

うな事業所でお世話になったかという事を言ってもらってスピーチをして頂きたいと思います。今日はありがと

うございます 

 



☆こんにちは、横須賀学院中学校３年Ａ組野澤日向です。自分はコアラ保育園さんにお世話になりました。コア

ラ保育園さんでは最初自分はウキウキした状態で楽しみだなと思って行ったのですが、なかなか自分の行った場

所では慣れずに園児と離れた距離の所から見ていたのですけれど園長先生から「もっと幼稚園児と同じ目線で見

てあげるともっと園児達からも話しかけてくれて接しやすいよ」とその一言のアドバイスでとても自分の気持ち

も楽になりましたし、そこから園児の方から声をかけてもらってとても楽しく時間を過ごせました。経験させて

もらった事は基本的に職員の皆さんと同じ動きをさせてもらって、追いかけっこをしたりとか一緒に園児達と寝

たりとか園児達が寝ている間職員の人たちは、おやつタイムとかで一緒に紅茶を出してもらったりとか本当に自

由にやって良いよと言われて、自分もとても楽しくまた思っていた保育園のイメージとは違う感じで出来たので

とても楽しく良い経験が出来ました。この経験を生かして社会人になった時にしっかり会社とかでもどんな人達

に対しても同じ目線からしっかり接せられるような人になって行きたいと思いました。ありがとうございました。 

 

☆こんにちは。横須賀学院中学校３年Ａ組の帯川真生です。私は今回湘南菱油様に職業体験に行かせて頂きまし

た。皆さんはガソリンスタンドにどのような印象をお持ちでしょうか？ 

私は寒い中でも水仕事や、力仕事をされている印象がありました。２日間働くのは大変そうだなと思っていまし

た。けれど、私は運動部に所属していたこともあり力仕事の方では難なくこなせるのではと思うところがありま

した。しかし、いざ現場に立ってみると私が想像していた以上に大変で事業所の先輩達に付いて行くだけで精一

杯でした。あの２日間で今まで経験したことのないほど疲れましたが、今まで経験したことが無いほど充実した

２日間を過ごすことができました。 

ガソリンスタンドでは灯油入れや、タイヤの交換、洗車などさまざまな事をやらせて頂きました。その中でもい

ちばん印象に残っているのが窓ふきです。 

事業所の方が窓ふきに対してこのような言葉を言っていたのを覚えています。「お客様に笑顔で気持ちよく帰って

もらう為に私達は窓ふき１つでも自分が納得のいくまでしっかりとやっているんだ」と言っていました。 

私はこの言葉通りに一生懸命窓を拭きました。そして窓を拭き終わった後に笑顔で「ありがとう」とお客様に言

って頂いてとても嬉しかったです。 

お客様がいない時には、車やスタンドの構造などの説明をして下いました。また「ガソリンスタンドが無くては、

救急車もパトカーも動けない、何よりライフラインである車が使えなくなってしまうから大事な仕事なんだ」と

話していた皆さんの顔はとても誇らしげで、自分の仕事に誇りを持っているのが伝わってきました。 

２日間仕事をさせて頂き、お金を稼ぐことの大変さと、その中でもお客様に喜んでもらおうとするサービス精神

を学び、なによりもいつか私も事業所のみなさんのように自分の仕事に誇りと責任を持って働きたいとおもいま

した。このように思うきっかけを作って頂き本当にありがとうございました。 

 

☆皆さんこんにちは。横須賀学院中学校３年Ｂ組の飯田俊介です。今日は職業体験をしてどんなことを考えたか

を話そうと思います。 

今回の職業体験では湘南信金様と株式会社ＭＭ様という直接お客様と話す仕事の体験をさせて頂きました。 

体験するまでは、会社でどのように仕事が行われているか考えたことがありませんでした。なんとなく授業中の

ように一人一人が黙々と仕事をしているイメージを持っていました。でも、実際は色々なことを話したりしなが

ら仕事をしていたように見えました。 

これを見て、必要なことはしっかりと話してコミュニケーションをとり、言わなくても分かってもらおうとする

だけでは誤解されたりする事もあると思います。 

僕は昔から知らない人と話したり、大勢の人の前で話すのが苦手です。なので、少しでも人と話したり出来るよ

うになるために今回の仕事を希望しました。今回の体験で分かったことは、しっかりと話し、相手の話をよ

く聞くことが大切だと言うことです。そうすれば信頼関係を築く事が出来るのだと思いました。相手に分か

ってもらえるように話すことは難しくて出来ないと思っていましたが、本当はそうでは無く、自分が諦めて

いただけだと分かりました。なかなか話が伝わらなくても焦ったりしないで丁寧に話せば伝わると思います。 

僕は将来どんな仕事をしたいか決まっていないので、この先考えていこうと思っています。 

聞いて頂きありがとうございました。 

 



☆こんにちは。横須賀学院中学校３年Ｂ組岩田帆南です。今回私は柳屋三春町店様で職業体験をさせていた

だきました。 

始めは敬語も上手に使えず、何をやれば良いかも分からず、緊張して不安な事ばかりでした。しかし、そん

な何も自分から出来ない私達にスタッフの方々は、私達でも出来ることを一から優しく、丁寧に教えて下さ

り、とても嬉しかったです。そのおかげで少しずつ緊張もほぐれ、丁度良い緊張感の中で仕事が出来ました。 

職業体験を終えて、感じたこと、思ったこと、学んだこと、印象に残っていることは沢山あったのですが、

特に印象深かったことは、開店準備の大変さです。私達は普段、開店した綺麗な状態であたりまえのように

買い物が出来ていますが、それは開店前にスタッフの皆さんが隅々まで丁寧に掃除をして下さっているから

で、けっしてあたりまえでは無いことを知りました。更に、私達が買い物をする時は当たり前のように商品

が色別やサイズ別で人目で分かる様、分かりやすく一つ一つ並べて下さっているからだと知りました。 

そして、私達の日常にある「あたりまえ」も本当はあたりまえなんかではなく、誰かが作ってくれているの

だと気づき、感謝の気持ちでいっぱいになりました。 

そして私が一番学んだことは声を出すことの大切さです。職業体験１日目の開店直後、私が床の掃除をして

いたら、１人のお客様に「この前外にあった服はどこに行っちゃたの？」と聞かれました。その時私は緊張

してしまっていて、自分は職業体験で来ているということを伝えられず、ただ「あちらの店員さんにきいて

ください。」としか言えませんでした。 

私は接客を１番楽しみにしていたので、その時思うように言葉が出ず、とても悔しく申し訳ない気持ちでい

っぱいでした。しかし、そのお客様がレジに並んでいるのを見つけ、私は帰り際に勇気をだして「ありがと

うございました！」と言ってみました。そしたらそのお客様は私の事を覚えていて下さっていたようで「さ

っきはごめんね。頑張って。」と言って下さり、本当に凄く嬉しかったです。それをきっかけに私は自信を

持って声を出せるようになりました。そして、私達が声を出すと、お客様も必ず返してくれました。全く知

らない人とでも勇気を出して声を出すことによって関われる。本当に素敵なことだなと思いました。 

２日間、初めてのことばかりで大変な重いもしましたが、学校では学べないいろんな事を学べ、これからの

人生において大切なことを沢山経験させて頂きました。 

スタッフの方々も皆優しく、緊張している私達にも明るく話しかけてきて下さり、２日間あっという間で凄

く楽しく過ごすことができました。貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。 

 

☆こんにちは。横須賀学院中学校３年Ｃ組の町山真心と申します。この度僕は横須賀共済病院様にお邪魔さ

せて頂きました。職業体験のガイダンスを含め自分にとっては仕事と言う言葉に対する概念として一番最初

に根付いてしまっていたのが忙しいものだからというマイナスの印象が固定観念という感じで付いていて、

そんな風に思っていたのですが今回の職業体験でそれが変わりました。どういう風に変わったかというと自

分がやりたいことをやっていくという姿が特にお医者さんに表れていて、自分は透析内科に担当として行か

せて頂いたのですが、お医者さん曰く「自分は６浪してまでここに来たかったんだ」という事が心の中に響

いた事が一番印象に残っています。忙しい中でどのように自分の満足感を満たしていくのかが正直自分の中

ではあまり想像が付かなくて、回っている中で担当の看護師さんに一度こんな質問をしてみたんです。「ど

んな時が一番この仕事をやっていて良かったなあと感じますか？」と聞いた時に返って来た言葉が、患者さ

んが笑顔で退院していった時や自分が業務として回っていた時に労いの言葉「ありがとう」をかけて頂く時

が本当に嬉しいと言われたので、その言葉が今でも自分に根強く感銘を受けたということが印象に残ってい

ます。 

自分は行くまでは将来のことに関しては、無関心ではなかったけれどやっぱり将来の夢はあまりまだ決まっ

ていなくて、どうしようかと考えていた時にガイダンスでも言われたのが、たかが５年後と言ってもそんな

に長いものではないという事が自分の中でドカンと衝撃でガツンときたので、そこから頑張って探してみた

のですがやっぱり決まらなくて、職業体験でもどこに行こうかとなった時に自分が正直その時興味があった

のが医療という現場だったので医療の共済病院様に応募させて頂いて見事に当選したので行かせて頂いて。

自分のやりたいことを見つけていくという素晴らしさとそこの中で満足感を得られるという自分の固定観念

が砕けたのを感じられたのでとても良い機会だと思いました。この度は本当にありがとうございました。 

 



☆こんにちは。横須賀学院中学校３年Ｃ組榎田なごみです。私は今回にぎり一丁というお寿司屋さんに職業

体験をしに行きました。お寿司屋さんというと勝手なイメージなんですが凄い怖い方がビシバシと指導をし

ているようなイメージがあったのですが、実際に行ってみるとすっごく皆さん優しくて私が困っているとす

ぐ手助けをして下さったり本当に良い体験をすることが出来ました。食事の場は下手したら命に関わる仕事

でそれを私達に素晴らしいサービスをして下さるのは本当に凄い事だなと思いました。 

私達はお金を払って座って食事をするだけですが、作っている方達はオープン前１時間.２時間早く来てそ

こから事前に準備をして店内を綺麗にしてお客様が来たらおっきな声で挨拶をしてお客様の注文通りに作っ

てお客様に喜んでもらえるように頑張ってかえる。そういうのって表からは見えないけど裏から体験をして

みて、本当に大変なのにこんなに頑張っているのって私達は勉強しているだけだけど大人って凄いんだなっ

て思いました。今回お寿司を握らせて頂いたんですが、最初はやっぱりうまく出来ずにここはこうだよとコ

ツをいろいろ教わって結果的にうまく出来た時に褒められて凄く嬉しい経験が出来ました。今回の経験を通

して終わった後の疲労感というのは達成感かなと思って、何もしないで過ごすよりも仕事を頑張ってやって

疲れを感じて家に帰るっていうのは頑張った証拠かなって思って、今回かなり疲労を強感じたので頑張れた

のかなと思いました。大人になってから私は将来の夢は決めてないのですが、人と直接関って人に奉仕をで

きる仕事をしたいと思っているので今回の体験をいかして将来に役立てたいと思いました。有り難うござい

ました。  

  

小出先生のお話 

ありがとうございます。お聞き頂いたよ

うに生徒達が沢山の気づきを持ってこれ

まで自分が生きてきた所で見えなかった

所を沢山学ぶことができた、あっそうだ

ったのかという気づきがやはり僕は学ぶ

という事の本質だと思いますから。勉強

するというと生徒はすぐ嫌がってわあっ

て言いますけど同じような勉強が学習が

学びがこの先も続けられるのだと思って

高校に行っても頑張って行ってもらいた

いなというふうに私が伺っていて思いま

した。本当にこのような機会を頂きまし

て感謝しております。どうもありがとう

ございました。 

 

 

＜閉    会＞ １３：３０ 小 林 会長 

                                   週報担当 濱 田 惠 里 


