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創立70周年記念例会プログラム

記念卓話

これからの日本経済・世界経済と
あるべき生き方・考え方

小　宮　一　慶
KAZUYOSHI  KOMIYA

経歴プロフィール

京都大学法学部卒、ダートマス大学タック経営大学院修了（MBA）
東京銀行（システム部部長代理（経営情報システム担当）、財務開発部部長代理（M&A 担当））、
岡本アソシエイツ取締役、日本福祉サービス（現セントケア）企画部長を経て現職。
他に、現在、５社の社外役員、６社の顧問を行う。（これまで上場会社４社の社外役員を経験）

株式会社小宮コンサルタンツ
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　　　　　　　　　第68期　砂　押　憲　正 会長 ・ 衣　笠　　　勤 幹事
　　　　　　　　　第69期　牧　　　厚　志 会長 ・ 二　川　泰　久 幹事
　　　　　　　　　第70期　高　沢　　　彰 会長 ・ 片　岡　宗　厳 幹事
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　卓話者紹介 内　藤　　　学 会長　　　
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　何人かの会員の方から会長の時間の話題をまと

めてみてはどうかとおすすめいただき、我がクラ

ブの数値的な変遷について、手持ちの資料を使っ

て「水戸ロータリークラブを知る」と題してまと

めてみました。クラブ現況報告書に掲載されてい

るデータだけでなく、私が個人的に記録していた

ものも使用しておりますので、その点をご了承い

ただいた上で、ご覧いただければ幸いです。それ

でも、十分我がクラブの特徴が浮き彫りになって

いると思います。

①　水戸ロータリークラブの歴史

　国際ロータリーの誕生は 1905 年（明治 38年）

２月 23 日で、現在ＲＩ創立記念日となっていま

すが、日本ではその 15年後、1920 年（大正９年）

三井銀行重役米山梅吉氏が中心となって東京ロー

タリークラブが設立されました。

　新たにロータリークラブを設立するには少なく

とも１か所のスポンサークラブ（親クラブ）が必

要で、水戸ロータリークラブのスポンサークラブ

はこの東京ロータリークラブと日本で３番目の神

戸ロータリークラブ（大坂ロータリークラブがス

ポンサーとなり創立）でした。

　ちなみに、日本のロータリークラブは、第二次

世界大戦期に国際ロータリーから脱退し、終戦後

1949 年（昭和 24 年）３月に、東京・大阪など

７クラブが国際ロータリーに復帰が認められ再始

動しました。水戸ロータリークラブの誕生はそれ

からわずか２年後、1951 年（昭和 26 年）３月

2019 ～ 2020 年度 第 70 期会長　高沢　　彰

６日（加盟認証は３月 15 日、No.7724）でした。

番号は世界で 7724 番目のクラブとして誕生した

ことを意味し、北関東で最初に誕生したクラブで

した。水戸ロータリークラブのチャーターメンバー

（創設メンバー）は 25名でした。

　茨城県出身で日本勧業銀行地方顧問であった神

戸ロータリークラブの久米孝蔵氏が日本勧業銀行

水戸支店長の徳武卯三郎氏にロータリーの設立を

勧め、水戸ＲＣ誕生となったそうです。

②　昭和 35 年にアディショナル
クラブが多い理由

　私の年度には創立 60 周年を迎えるアディショ

ナルクラブ（いわゆる子クラブ）が４つもありま

した。その訳を考えてみました。

　水戸ロータリークラブは 1951 年（昭和 26年）

創立ですが、創立２年後から新しいクラブのスポ

ンサーとなり、昭和 28 年日立ＲＣ、昭和 30 年

那珂湊ＲＣ、昭和 32 年石岡ＲＣ、昭和 33 年土

浦ＲＣと４つのアディショナルクラブのスポン

サーとなりました。更に、1960 年（昭和 35 年）

には、２月に常陸太田ＲＣ、４月に笠間ＲＣ、５

月に水戸西ＲＣ、そして６月に下館ＲＣと、１年

間で４つのクラブのスポンサーとなっています。

その後しばらくスポンサークラブとなる事はなく、

25 年後の 1985年（昭和 60年）に９つ目として

水戸東ＲＣのスポンサーとなりました。

　昭和 35 年に４つものクラブのスポンサーと

なるのには何か理由があったのだろうと思いま

　水戸ロータリークラブの最近の状況を直前会長の高沢彰会員がデータをもとに分析され、「水戸ロータ

リークラブを知る」というタイトルで小冊子にまとめられました。非常にわかりやすい内容となっており、

今回、その一部を抜粋し下記に掲載させていただきました。

水戸ロータリークラブを知る

水戸ロータリークラブを知る
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す。60 年も前のことなので、確かなことはわか

りませんが、一つ考えられることがあります。実

は、昭和 35年には、水戸ロータリークラブ創立時、

３月６日の仮発会式に特別代表として同席された

東京ＲＣの柏原孫左衛門氏が、ガバナーを務めら

れていました。当時全国は７地区に分かれており、

関東一円と新潟などが 355 地区とされていたよ

うです。

　柏原氏は神戸ＲＣの久米氏とともに昭和 26 年

の水戸ロータリークラブの創立に深く関わった方

でした。東京ＲＣは水戸ロータリークラブのスポン

サーでもあることから、ガバナーとなられたとき

に、水戸ロータリークラブがスポンサーとなり新

しいクラブを創立することに特に熱心であったの

かもしれません。しかも、水戸ロータリークラブ

は翌年に創立 10 周年を控えており、水戸ロータ

リークラブで６期会長を務められた渡辺覚造パス

ト会長が各地を訪問され、新クラブ結成に尽力さ

れたと聞いております。おそらく、水戸ロータリー

クラブ設立に尽力された柏原ガバナーの強い勧め

があり、新たなクラブ創立に力を入れていたので

はないかと思われます。

③　会員数と入退会者数の変遷

　2001 年（平成 13 年）からの記録が手許にあ

りますので、それを元にご説明します。入退会の

方は各々 10 名前後のことが多いのですが、３回

ほど、入会者が 20 名近くになった年度がありま

す。そのうち、会員数が目立って増強されている

のが、2006 年（平成 18 年、五條年度）と 2011

年（平成 23 年、川﨑洋年度）でした。ちなみ

に、会員数が 100 名に回復したのは五條年度で、

110名を超えたのは川﨑年度でした。残る１回は
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川﨑年度の翌年の幡谷年度なのですが、この時は

退会者も多く、会員総数の変化は大きくありませ

んでした。このように、水戸ロータリークラブは

入退会者が多く、頻繁に会員が入れ替わっている

のが特徴です。入会の方の半数以上は支店長さん

など、転勤にともなって入れ替わりにご入会いた

だく方々となっています。

④　会員の平均年齢の推移

　平均年齢は、メンバーが替わらなければ、毎年

１つずつ上がっていくのが当然のことですが、わ

がクラブの平均年齢を 2000 年（平成 12 年）か

ら追っていきますと、全く逆の変化がみられます。

2000 年から 2009 年まで、最初平均年齢 63 歳
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だったのが 56 歳まで低下しています。会員数は

この間若干の変動はありますが大体 100 名台で

した。９年後に７歳下がっているのですから、都

合 16 歳下がっていることになり、この間にいか

に多くの若手会員の方々が入会されたか考えると、

大きな驚きです。なお、その後現在までの 10 年

間は、57 歳から 58 歳くらいのところを行き来

しています。その後も平均年齢が上がらないので

すから、引き続き若い世代の方々が入会している

ことになります。

　水戸ロータリークラブでは、毎年大体 10 名以

上の方が入退会されていますので、その結果平均

年齢がずっと同程度のまま推移していることにな

ります。このようなクラブは2820地区でも珍し

いと思います。

⑤　現会員の入会時ならびに
現在の年齢分布

　現会員（牧年度現在）の年齢構成とその方々の

入会時年齢の分布について見てみましょう。

　現会員の入会時年齢（図中黒の棒グラフ）は

40 歳代が多い特徴があります。現会員の現在の

年齢構成（図中左の棒グラフ）では 50 歳代が多

くなっています。現会員の年齢構成は、入会時に

40歳台が多く、その後 10年以上入会継続の方々

が多いこと、この 20年間ＪＣ（日本青年会議所）

を 40 歳で卒業された後に当クラブに入会される

方が比較的多いことが大きな理由と思われます。

　また、退会された方の入会時の年齢は 50 代半

ばが圧倒的に多くなっております。退会された方

の半数以上が支店長さんなどで、転勤のため退会

されるため、支店長さんとして水戸に赴任される

時期の年齢層を反映していると考えられます。

⑥　退会者の在籍年数

　水戸ロータリークラブでは毎年 10 人前後の方

が退会され、その多くは支店長・支社長を務めら

れている会員の方です。手許にある記録を元に、

退会された会員の皆さんの在籍年数を集計してみ

ました。在籍年数の短いところに、はっきりした

大きなピークが見られます。つまり、在籍年数１

～３年の退会者が圧倒的に多くて、90 名近くお
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られます。それに、３～５年程度の方と１年未満

の方が続きます。一方、退会者の中で在籍 10 年

以上の方は 55 名おられ、在籍 10 年から 50 年

近くまで幅広く均等に分布しています。在籍の長

い方々の多くは、健康上の理由などでの退会が多

い様です。ちなみに、退会者の平均在籍年数は3.2

年、入会時年齢は 50.1 歳でした。

⑦　会員数と出席率の推移

　水戸ロータリークラブの創設時から現在までの

会員数（図中黒の折れ線グラフ）と出席率（図中

グレーの折れ線グラフ）の経過を振り返ってみ

ます。

　会員数は 1951 年（昭和 26 年）の創設時 25

名から急激に増強され、約 15年後の 1967 年（昭
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和 42 年）に 100 名を超えますが、出席率は常

に 90％前後で維持されていました。その後 10

年余りで会員は 120 名前後まで増強され、以後

1995 年（平成７年）まで維持されています。一

方、問題の出席率は徐々に低下し、平成７年頃に

は 80％をやや越えたところまで低下してしまい

ました。その後、会員数は平成の半ばにかけて徐々

に減少し、2002 年（平成 14 年）に一時 100 名

を切った後、数年の時を経て再度 100 名以上ま

で増強されました。しかしながら、出席率の低下

は止まらず、80％をやや切る状態が続いています。

　最近 50 年間（1969 年から 2018 年まで）の

期首会員数と出席率の関係をＸＹ軸にプロットし

て年度ごとに実線で結んでみますと、ちょっと複

雑な図ですが、２者の関係の時間的流れが明ら

かになります。実線の開始の 1969 年（昭和 44

年）は会員数 105 名で出席率は 90％を超えてい

ます。その後右側に移動（つまり会員数が増加）

しますが出席率はほぼ同程度で維持されています。

会員数 120 名前後のところ止まっている平成初

期に徐々に出席率が低下し、その後会員数が減少

するも出席率が 80％程度に維持される時期を経

て、会員数が 100 名を切る平成半ば頃に出席率

は 80％に届かなくなりました。そして、最終的

に小さな矢印で示した 2018 年（平成 30年）まで、

会員数は 110 名以上まで増強されているものの、

出席率は 80％をやや切るレベルのままで現在に

至っています。

　近年急に出席率が低下した、と感じておられる

諸先輩もおられるかと思いますが、実際のところ

は、このように、会員数の増減にかかわらず、出

席率の低下傾向は昭和 50 年頃に始まり、現在ま

でずっと続いている、という事のようです。

⑧　入会期間と出席率の関係

　入会３年あるいは６年以下の新会員の出席率が

低い、というお話を以前から繰り返しうかがって

いたのですが、確定した牧年度の出席率の結果を

見る限り、そうとは言えないようです。牧年度の、

入会６年までの会員 35 名のうち、24 名が 80％

以上の出席率で、80％未満 40％以上の方が９名、

40％未満の方は２名しかおられません。むしろ、

入会７～ 12 年の方々 30 名のうち半数が 80％未

満で、そのうちの５名が 40％未満なのが問題で

しょう。また、出席免除の会員の皆様の出席率が

高いことは印象的です。ちなみに、出席免除はク

ラブ理事会の承認が必要で、ロータリー歴と会員

の年齢の合計が 85 年以上であることが条件です。

　結局、出席率の向上には、出席率が低くなって
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いる会員への個別の働きかけや、なかなか例会に

出られない方にはｅクラブを含めたメークアップ

の奨励を地道に行っていくことしか方法はないの

かもしれません。もちろん、ためになる楽しい例

会や有意義な夜の集まりの実行も大切だと思い

ます。
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水戸ローターアクトクラブ

2020 ～ 2021 年度　会長　青木　菜摘
　水戸ロータリークラブ創立70周年おめでとう

ございます。

　また、日頃より水戸ローターアクトクラブをご

支援いただきありがとうございます。

　10年前、休会状態からロータリアンの皆様のご

尽力により、少しずつ会員増強に繋がり、現在17

名在籍という地区最大級のクラブとなりました。

　クラブの転機となったのは、2015～ 2016年度

に齊藤一樹代表を輩出し、水戸で地区大会を開催

し成功を収め、水戸ローターアクトクラブは新た

な一歩を踏み出しました。

　その後も2017～ 2018年度には、但野実穂子会

員のもと、第30回全国ローターアクト研修会をホ

スト開催、魅力度ランキング最下位の茨城県をア

ピールし成功を収めました。

　2018～ 2019年度には創立50周年を迎え、地

区内で一番歴史あるクラブとなりました。

　昨年度の後半からは、新型コロナウイルスの影

響もありなかなか対面での例会ができずにおりま

すが、Zoomなどを活用して新しい例会の運営方

法などを模索しております。

　会員の入れ替わりも多くある中で、10年間の

活動を通じて、ロータリアンの皆様には早川ぶど

う園でのふれあいデー、千波湖ビオトープなどを

通じ、奉仕の精神を学ばせていただいております。

また、今年度より『道路の里親制度』をクラブの

継続奉仕事業として行う予定となっております。

　ローターアクトの活動を通じて、ひと回りもふ

た回りも成長できるような活動をして参りたいと

思いますので、今後ともご支援よろしくお願い致

します。

水戸ロータリークラブ

ロータアクト委員長　青沼　　裕
　水戸ロータリークラブ創立70周年、おめでとう

ございます。

　水戸ローターアクトクラブが今日まで続いてき

ましたのも、歴代の会長を中心としたメンバー方々

の努力は勿論ですが、水戸ロータリークラブ諸先

輩方々のご支援、サポート等長きにわたっての支

えがあっての事と改めて感謝申し上げます。

　今では、これまでの歴史の中でも最多人数に増

えており、地区最大クラブへと発展してきました。

　これからも会長、幹事を中心としたメンバーが、

水戸ローターアクトクラブに所属している事を誇

りに思えるような充実した会の活動となるよう、

しっかりサポートして行く所存です。

　引き続き、皆様方のご支援を宜しくお願い致し

ます。

水戸ローターアクトクラブ
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　水戸ロータリークラブがこのたび創立70周年を

迎えられましたことを心よりお慶び申し上げます。

　水城高等学校インターアクトクラブは茨城県

初のインターアクトクラブとして 1968 年 5 月 1

日に創立されました。本校の創立が 1964 年 2月

4 日ですから、学校の草創期から長きにわたって

活動を続けてきたことになります。現在は部員も

増え、106 名の部員が先輩たちの伝統を受け継い

で活動に励んでいます。

続けてこそ
水城高等学校インターアクトクラブ　顧問　藤　井　真智子

　高齢者支援施設・児童養護施設・障がい者支援

施設など福祉施設でのボランティア活動や千波湖

周辺の環境保護活動、種々の募金活動といった多

方面にわたる奉仕活動に取り組むと同時に国際交

流にも参加し、社会奉仕と国際理解に貢献するこ

との意義や大切さを日々学んでいます。活動の甲

斐あって、地元水戸でも「水城のインターアクト」

として認知が広がりボランティア依頼も年々増え

続けています。

2015.10 千波湖ビオトープ造成事業 2016.06 千波湖植栽ボランティア

2017.09 早川ぶどう園ふれあいデー 2018.11 愛パーク祭ボランティア

水城高等学校インターアクトクラブ
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　2017 年には「災害！“今”私たちに何ができ

るか？誰のために？何のために？」をテーマに

インターアクト年次大会のホスト校を務めました。

2011 年に起きた東日本大震災の記憶の風化と共

に支援が減り、危機意識も薄れている状況を少し

でも変えようという部員の意見から生まれた大会

でした。

2017.08 年次大会

　2015 年にはインターアクト研修旅行が MERS

の影響で韓国研修から沖縄研修へ、2018 年には

再び海外へと場を移し台湾研修に変わりました。

韓国・沖縄・台湾と場所は変わりましたが、異文

化や歴史への理解を深めるという目的は変わらず、

「人と人とのつながり」や「世界平和への願い」

も変わりませんでした。

2015.07 沖縄研修

　2020 年は新型コロナウイルスの影響でボラン

ティア活動が減り、台湾研修・年次大会も中止と

なりました。今後も災害やウイルスとの戦いは続

くでしょうが、常に「自分たちにできること」を

考えながら活動していくことに変わりはありま

せん。

2020.11 フードバンク茨城

2018.08 台湾研修
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　前任の顧問であり、2017年に多くの人に惜しま

れながら亡くなった本多久志教諭は、日頃から「ボ

ランティアは特別なことではない」「ボランティア

は続けてこそボランティアだ」という言葉を部員

に伝え続けていました。20 年以上インターアク

トクラブの主顧問を務めた本多教諭だからこその

言葉であり、その言葉の意味するところをしっか

りと受けとめた部員たちが本校卒業後もボラン

ティア活動や国際交流・国際支援活動を続けてい

ます。

　変化し続ける世界の中で、変わらない思いをも

ち、行動し続けてきたこと。それは特別なことで

はなく当たり前のことですが、「続けてこそ」そ

の意味があらわれてくるのではないでしょうか。

世界の変化にあわせながらも、大切なことは変え

ずに今後も全力で活動を続けて参りますので、水

戸ロータリークラブの皆様には今後ともお力添え

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　結びに、水戸ロータリークラブのさらなるご発

展と会員の皆様のご多幸を心からお祈りしつつ、

お祝いの言葉とさせていただきます。

2019.12 ポリオ根絶街頭募金

2017.03 本多先生 定年退職祝い（卒業生と共に）
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亜細亜文化研究会

事務局　任田　正史 会員

　当会の主な活動は、亜細亜の代表的な文化の一

つである麻雀を楽しく、厳しく極めることです。

年に 10 回の例会開催を目標としており、現在会

員は約 20 名。例会時に多い時には 16 名が集ま

り 4 卓を囲んでワイワイとやっています。

　テンパイすれば親のリーチに果敢に勝負を挑む

人、捨て牌を見ながら慎重に手役を作っていく人、

卓に牌を激しく打ち付ける人、「ロン」「ツモ」の

掛け声の元気な人　などなど、それぞれの個性が

出て、勝ち負けだけでなく楽しめます。時には役

満など大きな手役が出たときには歓声が上がって

盛り上がります。

　麻雀はコミュニケーションの場でもあり、また

頭や手指を使うことで老化防止にも効果があると

の説もあります。

　初心者でもベテランに勝つことも多々ありま

すので、学生時代にちょっとかじったが 10 年以

上やってないからと

いう人、興味があっ

て始めたいが今まで

機会がなかった人な

ども大歓迎ですので、

是非一緒に楽しみま

しょう。

ゴルフ同好会

会長　小林大次郎 会員

　水戸ロータリークラブゴルフ同好会については

特に資料はなく、先輩からお聞きしました。

　当初は、クラブの同好者が大洗ゴルフクラブで

昭和 30 年ごろから始まったものと思います。初

代会長は遠藤　慶蔵先輩が就任し、その後大金　

正幸先輩が受け現在に至っています。

各同好会の活動

　現在の会員は 50 数名で、吉原幹事の努力もあ

り毎回 20 名程度の方が参加いただき、楽しんで

おります。

　この会は改まった規則もなく、メンバーの親睦

が目的であります。

　ロータリー入会後間もないメンバーや、転勤で

水戸に来られた方などは、ロータリーの例会だけ

では交流の場が少なく、毎月１回の大洗での初め

ての方とのラウンドは、お互い打ち解け情報交換

する大切な時間になると思います。

　今後ともお互いの親睦を大事に楽しみたいと思

います。

落語を楽しもう！

楽
らくらくかい

落会から愛をこめて

会長　内藤　　学 会員

　楽落会が誕生し数年になりますが、会長の不徳

により近年あまり活動らしきものはできていま

せんでした。会員の皆さんに心よりお詫び申し上

げます。しかし昨年は山口会員の多大なご協力を

いただき、山口楼において古今亭菊之丞師匠を

お招きしての落語会を開催することもできまし

た。また個人的活動としての「げいぶん寄席」も

1 年間休席を余儀なくされました。残念な限りで

すが 2021 年中には復活させたいと思っています。
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そんな中、ささやかではありますがロータリーに

笑いを届けたく始めたのが、毎週例会「会長の時

間」での「謎かけ・小噺」でした。２，３回のつ

もりでしたが思いのほか評判が良く（自分だけか

も）止められなくなった次第です。謎かけの作り

方は連想ゲームでコツをつかめば簡単です。コロ

ナが落ち着けば、楽落会で謎かけ道場を開催した

いと思います。ぜひお楽しみに。

　それでは、水戸ロータリークラブ創立 70 周年

とかけまして、豪華なイルミネーションとときま

す。そのこころはどちらも、輝かしいデントウ（伝

統・電灯）に彩られることでしょう。

野球同好会

主将　根本洋一朗 会員

　水戸ＲＣ野球同好会は長い歴史とともに現在、

応援団も含めて 52 名のメンバーがおります。

　最近の 10 年間の成績は地区親善野球大会では

準優勝２回、水戸市内６ＲＣ親睦野球大会では優

勝 2 回　準優勝１回となかなかの成績です。また、

阪神甲子園球場で開催される全国ＲＣ野球大会に

は 2012 年の第 29 回大会と 2016 年の 33 回大

会の２回に参加し，29 回大会では和歌山の海南

東ＲＣに 1 対 27 と惨敗でしたが、33 回大会で

は、京都東山ＲＣに４対１と快勝し、「聖地、甲子

園球場での１勝を」という悲願を見事達成すると

ともに、前夜祭のお国自慢大賞では，大賞を受賞

するという水戸ＲＣの歴史に残る快挙を成し遂げ

ました。

　野球以外でも、2011 年の東日本大震災の際に

は水戸市内のＲＣ野球チームとともに、被災した

宮城県仙台市の中学校へ野球用具を寄贈しました。

　水戸ＲＣには多くの若い新会員が入会し，野球

同好会選手の補強も順調ですが，新型コロナウイ

ルスの蔓延により、2020 年は試合がまったくで

きない状況でありました。

　ロータリークラブの野球は、打っても打たなく

ても、捕っても捕らなくても、楽しくプレーする

ことが大切で、普通の野球の試合では起こらない

ような事や展開が頻繁に起こるのでとても面白い

のです。今後も自分のチームのヤジと戦いながら、

みんなで楽しくいつまでも元気にプレーできる

チームにしていきたいと思います。

英語倶楽部 ESSYのご紹介

Chairman　篠﨑　和則 会員

　正式名称をEnglish Speaking Society in Yamaguchiro

と言います。美味しい和食を楽しみながら英会話

をしようというサークルです。初代のチェアマン

は大久保博之パスト会長、２代目が高沢彰パスト

会長、私が３代目のチェアマンです。幹事は成立

以来成田浩明会員にしていただいております。

　会合は不定期ですが、毎回必ず山口楼本店を利

用し、ゲストとしてネイティブスピーカーを招く

ことになっております。参加者の英語力は様々で、

外国で実際に仕事や留学をしていたという方、現

在でも仕事で英語を使っているという方から、大

学受験以来の英語という方までいます。途中から

日本語が混じったりすることもありますが、コ
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ミュニケーションツールをあえて英語にすること

により、メンバーの新たな一面を知ることがで

き、いつも楽しい時間を過ごしています。コミュ

ニケーション能力の高い方は、言語が変わっても、

英語力が高くなくても伝える力を持っているとい

うことも良く分かります。

　また、ネイティブスピーカーにとっては山口楼

での食事は大変貴重なものであり、最高の文化交

流であると言えます。本格的な和食のしきたりや、

食材について英語で説明することはとても難しい

ですが、ゲストが杯洗の水を飲んでしまうことが

ないようにしています。

フィッシング同好会

会長　田中　邦彦 会員

　「釣り」は昔から、人と魚の知恵比べとも言わ

れています。私たちフィッシング同好会は、その

経験で培った知恵を基に、陸っぱり（堤防や岸か

らの釣り）そして主に常磐沖を漁場とした船釣り

を中心に、季節毎に旬の魚（例　春 : キス・真鯛、夏 :

アジ・サバ、秋 : イナダ・太刀魚、冬 : ヒラメ等々）

を正しく魚たちと知恵比べをしながら、楽しく活

動しています。

　釣りは、日々の忙しさを忘れる事ができます。

目の前の豊かな太平洋の広大さを目で楽しみ、四

季折々の風情を体全体で感じながら楽しむと言う、

ある意味極上の趣味の一つではないかなとも思っ

ています。

　大いなる恵みの常磐の海に、のんびりと釣り糸

をたらし、季節の変化と共に、小魚から大魚まで

釣れて良し、釣れぬもまた楽しで、会員相互の親

睦にもなります。皆様も是非、たまには仕事を忘

れ、よい空気を吸い、のんびりと釣りをするのを

楽しんではいかがでしょうか。

自走式史跡巡り研究会
地域の魅力再発見

会長　後藤　直樹 会員

　自走研（じそうけん）は、化石燃料を動力源と

する文明の利器を極力使わずに自転車または徒歩

により茨城県内の寺社仏閣史跡等を訪ね歩く同好

会です。ご存じのとおり、茨城県にはたくさんの

隠れた名所があり、それらは、田畑、里山、広が

る関東平野、山、海の豊かな自然に囲まれた人び

との暮らしの中から生まれてきました。寺社仏閣

その他史跡は、この地に暮らしてきた人びとの記

憶が蓄えられているアーカイブです。それらは多
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くの人びとの記憶と時を紡ぎながら多重の層をな

しています。しかしながら、私たち現代人は利便

性・効率性を追求しがちであり、これらを単純化

して受け止めがちであり、表層部分だけを見てわ

かった気になってしまいがちで、本当に大切なも

のを見落としがちです。とある史跡はそれだけで

存在するわけではなく、多くの時を積み重ねると

ともに、その周囲のものと分かちがたくつながっ

ています。私たちは、史跡等を訪れる際には、知

識だけではなく、身体的に、視覚、音、香り、風

など五感を使い、その大切なものを感じとろうと

しています。私たちは、自転車でスローに走り、

あるいは歩くことで、見落としがちな何かを発見

できると信じています。おおむね月１回活動して

います。水戸藩、笠間藩、御岩神社、親鸞聖人所

縁の地、天狗党争乱の地、東国三社めぐり、いわ

き湯本探訪などテーマを決めて走ります。一度、

ぜひ参加してみてください。

コーラス愛好会

会長　牧　　厚志 会員

　コーラス愛好会は私の会長時代の 2018 年 8 月

に設立されました。スタートのメンバーは 10 名

余り。主な活動場所は水戸市南町の「レストラン

よこかわ」です。現在までに都合 5 回程度の会

合を持ちましたが、なかには歌うことを忘れてお

いしい食事やお酒に興じてしまうこともあったで

しょうか。

　コーラス愛好会の華々しいデビューは、なんと

言っても 2018 年の 10 月に行われた夜の例会で

した。このときはアイルランド民謡の「ダニー・

ボーイ」やアメリカ民謡の「オールド・ブラック・

ジョー」や「故郷の人々（スワニー河）」などを

会員の皆さんの前で披露致しました。

　次の登場は、2019 年 3 月に前橋 RC を水戸に

招いての例会の時でした。歴史ある前橋 RC の

コーラス部とコラボし、「千の風になって」や「い

い日旅立ち」、「愛燦々」、「川の流れのように」を

熱唱致しました。

　現在は新型コロナウイルスの影響で、大人数で

集まりまして大きな声を出すことができず、活動

自体は休止状態ですが、コロナが終息した後はま

た会員の皆さんの前で元気に歌を歌いたいと思い

ます。
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事務局・メッセージ

　水戸ロータリークラブ事務局は、例会場が常陽銀行になってより、当初は、常陽銀行の方々にお世話に

なっていました。その後、事務局が置かれ、常陽銀行秘書室におられた大森のぶ子さんが専任となり、現

在の事務局となりました。

　現在は、水戸ロータリークラブ事務局を母体として、子クラブ孫クラブである水戸西ＲＣ、水戸南ＲＣ、

水戸東ＲＣ、水戸さくらＲＣのお世話をしています。

　事務局は、ロータリークラブの小さい歯車の一端を担うことができますよう努めてまいります。

大森のぶ子さん　退職 1999 年８月

竹内京子さん　入局 1970 年４月

　　　　　　　退職 2013 年 12 月

海老澤真理さん　入局 2001 年４月

　　　　　　　　退職 2010 年７月

眞﨑美奈子　入局 1981 年２月

　水戸ＲＣ創立 70 周年おめでとうございます。

　私は、1981 年に入局し、現在まで 40 年間仕事が

できましたこと感謝申し上げます。

　水戸ＲＣの益々のご発展をお祈り申し上げます。

山中彩央里　入局 2010 年７月

　創立 70 周年誠におめでとうございます。

　水戸ＲＣの益々のご発展と、会員の皆様のご健康と

ご多幸を心よりお祈りしております。

𠮷井恵美子　入局 2016 年３月

　水戸ＲＣ創立 70 周年、誠におめでとうございます。

　会長、幹事はじめ、会員の皆様のご健勝と未来に向

けての益々のご発展をお祈りいたします。

水戸ＲＣ創立 50 周年

ロータリー 100 周年例会

2021.2.12　事務局
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