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　領土が広大になったため、より統治しやすいよ

う複数の皇帝を擁立し国土を分割したことにより

ローマ帝国はいよいよ東と西に分裂した。西暦395

年のことである。西ローマ帝国は476年に最後の皇

帝ロムルス・アウグストゥルスが廃位された時点

で滅亡したとされている（ローマの歴史に詳しい

方なら、このロムルスという名前はよくご存じだ

ろう）。一方の東ローマ帝国はいくつもの王朝の変

遷を経た後の1453年、オスマン・トルコ帝国によ

り首都コンスタンティノープルが陥落、皇帝コン

スタンティノス11世が戦死したことで滅亡した。

　オーストリアの作家で、ロマン・ロランとも親

交があったシュテファン・ツヴァイクによると、

コンスタンティノープルが陥落した理由は門の鍵

の閉め忘れだったとか。ついに決戦という日、ケ

ルコポルタという門が施錠されずに開いていたそ

うである。それを見たオスマン帝国軍がこの門か

ら一気に城内になだれ込み、２ヶ月持ちこたえて

いた包囲戦があっけなく決着したという。彼が書

いた「人類の星の時間」という本の中に記述があ

るが史実であるかはわからない。

　さて、1988年１月９日付けの朝日新聞の記事

に、ビザンチン帝国（東ローマ帝国の俗称）の末

裔がイギリスのワイト島に居住しており、代々ビ

ザンチン皇帝を名乗っていたそうで、同年１月２

日に皇帝であるペトロス１世が50歳で死去する際、

甥の子どもを後継指名した、というものが掲載さ

れていた。詳しくは分からないが、調べたところ

によると最後の皇帝コンスタンティノス11世の

直系は全て絶えてしまったようで、しかし弟の子

どもの家系がどうも残っているようである。これ

がワイト島に続く家系だそうだ。一方コンスタン

ティノス11世の姪が、モスクワ大公のイヴァン３

世に嫁いでおり、1472年このイヴァン３世はロー

マの正式な後継者としてツァーリという称号を使

いはじめる。これ以後、大公国モスクワはそれま

でのモンゴルの支配から独立、周辺諸国を統合し

ロシア帝国の基礎を作ることになる。



◇ 社会奉仕委員会

委員長　長野　久嗣

　本年、社会奉仕委員

会では次のような事業

を行いました。

１．水戸市が後援し、

水戸市内全部のロータ

リークラブやライオン

ズクラブなど、24団

体が参加する千波湖水

質浄化推進協会の提唱

者である水戸ＲＣは、本年も水質改善や生物多様

性の実現を目指した様々な活動を応援しました。

　例年参加し事業を行っている「水戸市環境

フェア」は残念ながら新型コロナのため本年中

止となりました。

２．・毎年行ってきた水戸ＲＣ会員企業での障

害者雇用や現場実習受入予定等の情報の提供は

３月から例会が開催できていないため本年は中

止としました。

・障害児の就業支援ため、県費で支出すること

ができない物品や教材の購入を支援致しました。

・この協定は2015年４月より締結され、ある

程度の成果を達成したため、水戸特別支援学校

とも相談の上、本年をもって終了としました。

なお、事業として素晴らしくまた地区からも評

価が高いため、事業継続する事とし、次年度か

ら３年間の予定で、茨城県立水戸高等特別支援

学校と協定を結びました。

３．来年、水戸ＲＣは70周年を迎えます。そ

の際の記念事業にふさわしい、社会奉仕の事業

を計画中です。

　残念ながら新型コロナのため、多くの事業が

中止となりました。

　ぜひ次年度の社会奉仕委員会に皆様のご協力

をお願い致します。

◇ 国際奉仕委員会

委員長　土子　仁志

　高沢会長のもと、国際奉仕委員長として一年

間しっかり務めさせて頂きました。今年も継続事

業でもありますベトナムへの支援を決めて、三つ

の支援事業を行いまし

た。教育支援、中秋祭

現地支援、橋の建設支

援です。このベトナム

への支援は現地のボラ

ンティア団体ＷＷＳと

の友好な関係によって

実現しております。

　今年も９月７日に行

われました中秋祭に荻原副委員長、香嶋副幹事、

成田会員、宮田会員と私の５名で参加させて頂

きました。現地での打ち合わせの際に８月に行

われた教育支援の報告をしてもらい、どのよう

に支援金が使われているのか詳しく知ることが

出来ました。この奉仕活動を通して子供たちに

はしっかりと勉強して様々な知識を沢山もって

もらい進学して頂きたいです。そして、地域の

発展のために働き活躍をしていける子供たち

を増やすきっかけにも繋がればと思いました。

12月には橋の建設も始まり、年内に完成して

おります。コロナの影響で竣工式に参加出来な

かったことがとても残念でした。

　会員の皆さんには、多くの物品やご寄付を賜

りありがとうございました。

　改めまして感謝申し上げます。

　一年間、ありがとうございました。

◇ 青少年奉仕委員会

委員長　齊藤　佳昭

　青少年奉仕委員会の

一年間の活動を報告さ

せて頂きます。

　今年度は８月に交換

学生のキャサンドラが

インバウンドとして常

磐高校で受入れて頂き

学校生活を楽しんでお

りましたが、コロナの

影響で急遽帰国することになり、４月になると

フランスに入国出来なくなるので３月31日に

帰国し、友達とお別れの挨拶も出来なくなって

しまいました。ホストファミリーでは、二川会

【卓　話】 今 年 度 委 員 会 実 績 報 告



◇ ゲスト紹介

第３分区ガバナー補佐　石田　哲郎	氏（水戸西ＲＣ）

◇ 第３分区ガバナー補佐挨拶

石田　哲郎 氏（水戸西ＲＣ）

　中村澄夫ガバナーの

もと「人、学びて更な

る奉仕」のスローガン

を掲げスタートした今

年度も間もなく終わろ

うとしています。高沢

会長、片岡幹事一年間

お疲れ様でした。水戸

西ＲＣを皮切りにガバ

ナー公式訪問が始まり12月10日の友部ＲＣま

での８クラブに帯同させていただきましたが、

それぞれのクラブの特徴があり大いに新鮮に感

じられました。この度のコロナウイルス感染症

により、日常生活にも影響が及びインターネッ

トを利用したテレワークやウェブ会議など働き

方への変化もみられるようになりました。今後

ロータリーも変わってくるでしょう。増強も頭

打ちとなり例会の在り方も考え直す時期になる

かもしれません。しかしながら効率性だけを求

めず、人と人とが直接コミュニケーションを

とって絆を深める事が人間にとって一番大切な

事ではないでしょうか。「手に手つないで」の

精神こそが重要であると考えます。

◇ 米山記念奨学生カウンセラー感謝状伝達

　高沢会長より、３月までの米山奨学生	孫　

寒さんの米山カウンセラー	安　圭一会員には

米山記念奨学生カウンセラー感謝状が手渡され

ました。

◇ 退会挨拶

松本健一郎	会員

　３年前に入会させていただ

き多くの事を学ばせていただ

き、また皆様との出会いは私

にとって財産となりました。

これを糧にまた次への仕事に

繋げてまいりたいと思います。

これからＩＣＴ関連については後任者が専門に

なりますので是非何かございましたらお声がけ

いただきたいと思います。本当にお世話になり

ました。ありがとうございました。

◇ 新会員紹介

◦大崎　則彦（旅行斡旋）Ｓ46.	9.	2生

　㈱ＪＴＢ水戸支店　支店長

　ご紹介いただきましたＪＴＢ

水戸支店の大崎です。前任地

は新潟県の長岡市におりまし

て長岡ＲＣで２年間活動をさ

せていただきました。住まい

は守谷市でして現在２時間か

けて通勤をしておりますが地元に戻ってきたと

６月第２例会 司会　鯉沼副委員長例 会 報 告

員、鯉沼会員、磯﨑会員にお世話になり、鈴木

（勝）カウンセラーにも色々とご対応頂きました。

ローターアクトの活動も、メンバーで行事を考

えて、インターアクトの生徒との交流を深くし

て頂き、３月にも交流会を予定しておりました

が、叶いませんでした。アクトのメンバーで色々

と行事を考えていたので一番残念がっているの

は、アクトのメンバーだと思います。次年度で

また、お願いしたいと思います。インターアク

トは例会に参加しての発表やボランティア活動

を積極的に行って参りました、ライラへの参加

やあしなが学生募金、ポリオ根絶募金にも沢山

のメンバーが参加しました。

　今年度は、活動にも影響が有り卒業生の表彰

式も出来なくなり、次年度は長期交換学生・短

期学生の派遣も見合わせるようです。

　当クラブからのアウトバウンド、二川桐子さん

も無事に帰国しました。本人も早期帰国になっ

てしまい満足出来ていないと思いますが、次週

例会に出席頂き、留学のお話を聞かせて頂きた

いと思います。



いう感じで嬉しく思っています。茨城において

の仕事も長く地の利はあるかと思っています。

スポーツは学生時代ラグビーをやっていました。

皆様には今後ともご指導のほどよろしくお願い

いたします。

（推薦者　川﨑（洋）会員・片岡会員）

◦石川　真也（ガス）Ｓ42.	5.	7生

　東部ガス㈱茨城支社　支社長

　ご紹介いただきました東部

ガス茨城支社の石川です。伝

統ある水戸ＲＣに入会させて

いただき大変光栄に思ってお

ります。生まれは秋田県秋田

市でして家族もそちらにいま

す。入社以来７回目の転勤異動になりました。

単身赴任も10年となり少し寂しいですが楽し

くさせていただいています。趣味はゴルフです

が高校時代は甲子園を目指す球児でした。この

水戸ＲＣにおいても自分を成長させたいと思っ

ています。どうぞご指導のほどよろしくお願い

します。

（推薦者　高沢会員・片岡会員）

◇ 会長の時間

高沢会長

新型コロナのこれから

　新型コロナ感染はまだ終わったわけではあり

ません。これからは、少なくともワクチンが使

えるようになるまでは、新型コロナに対処して

いく方策を冷静に考えていくことが大切だと思

います。

　ところで、新型コロナは飛沫と接触の２つの

経路でうつることはご存じの通りです。その防

止のために、「三密」を避けることが強調され

ています。三密とは、密閉、密集、密接、です。

これは、換気の重要さ、人数の多さ、人と人の

距離（social	distance）が感染拡大に大きな要

因となっていることを意味します。たとえば、

換気をすることだけでもかなりリスクが下がり

ます。密集・密接も気をつければ実現出来ます。

三密の例としては、感染拡大初期に話題になっ

た屋形船やライブハウスがあげられます。

　新型コロナは感染力が強いと恐れておられる

方も多いと思いますが、実はそれほどでもあり

ません。実際、新型コロナ患者の８割は他の人

に感染させず、三密の環境にいた２割の人がた

くさんの人に感染を広げているのです。新型コ

ロナがインフルエンザなどと違うところは、患

者が感染に気がつかない症状出現２日前くらい

から感染力があり、発症後４日ほど感染力の強

い時期があることです。ですから、マスクをつ

けていると、自覚症状がない時期から感染の拡

大を防げるわけです。

　三密を避け、手洗いと咳エチケット（マスクの

着用）を励行しましょう。また、With	Corona

の時代には、体調が悪いと感じたら、外出を控

えて人との接触を避け経過を見ることが、自分

のためにだけでなく、まわりの方々への感染拡

大防止の配慮として大切です。それから、手洗

いはササッとではなく、きちんと正式に行うこ

とが大切です。

◇ 出席報告

渡邉委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

111名 78名 33名 75.00%

前　週訂正出席率　78.10%

◇ にこにこＢＯＸ

	 藤田委員長

石田第３分区ガバナー補佐……一年間お世話に

なりました。

石川(也) 会員……本日入会させて頂きます。石

川真也と申します。よろしくお願い致します。

大崎会員……本日よりお世話になります。よろ

しくお願いします。

井上会員……石田アシスタントガバナーようこ

そ。地区大会でお会いできませんでした。

松本会員……3年間大変お世話になりました。

水戸ロータリークラブの益々のご発展を祈念

しております。

長野会員……本日卓話です。宜しくお願い致し

ます。

齊藤（佳）会員……卓話させていただきます。

内藤会員……大崎さん、石川さんご入会おめで

とうございます。心より歓迎申し上げます。

豊﨑（繁）会員……お先に本年度を終わります。

次年度もよろしくお願いします。



髙原会員……早く戻れ～

内田会員……一年間ありがとうございました。

横須賀（良）会員……コロナ、大嫌いだ～！

田中会員……新しい生活様式と言われてます

が、やっぱり普段の生活スタイルが一番です。

早く戻ります様に！

小泉会員……寺門会員の法人会会長就任、おめ

でとうございます。

但野会員……皆様、お元気ですか？

小田部会員……高沢会長、ご苦労様でした。

山口（晃）会員……高沢会長、もう少しです。が

んばって！

北島会員……山登りも解禁しました。

白田会員……コロナ収束を願い。

吉原会員……来年度のゴルフ同好会の幹事を仰

せつかりました。よろしくお願いします。

宮本会員……コロナの終息を毎日祈ってます。

杉本会員……高沢会長、片岡幹事、一年間お疲

れ様でした。

小宅会員……一週遅くなりましたが、水戸ＲＣ

例会再開を祝してニコニコＢＯＸさせて頂き

ます。今後とも宜しくお願いします。

久保田会員……早くコロナがなくなりますように。

本島会員……コロナ渦の　こころの中は　晴れ

晴れ（一句？）久しぶりに皆様にお会いでき

て嬉しいです。

任田会員……誕生日プレゼントありがとうござ

います。

山西会員……妻の誕生祝ありがとうございました。

本日の合計 27件 190,000円

◇ 幹事報告

片岡幹事

１．新会員の所属委員会は、下記の通りです。

次年度も同様です。

　　大崎　則彦	会員……会場委員会

　　石川　真也	会員……親睦活動委員会

２．ロータリー情報委員会家庭集会が開催され

ました。

　　と　き　６月23日㈫　11：30

　　ところ　三の丸ホテル

　　議　題　新会員オリエンテーション

３．2020～2021年度クラブ奉仕研究会・会員

増強セミナーが開催されます。

　地区において初めてのZOOM会議となります。

　　と　き　７月19日㈰　13：00～15：30

（アクセス開始　12：20）

　　ところ　オンライン ZOOM会議室

（水戸ヤクルト販売㈱会議室）

　　出席義務者　2020～2021年度

内藤　　学会長、

岡﨑恵一郎会長エレクト

香嶋　　貴幹事、

山口　晃平会員増強委員長

外、地区関係者

　　内　容・会員増強・クラブ戦略計画

　　　　・公共イメージ・ロータリー賞

　　　　・地区ホームページ

　　　　　・MyRotary の活用等

４．2020年度米山奨学会オリエンテーション

開催のご案内が来ております。

　　と　き　６月28日㈰　10：00～15：00

　　ところ　京成ホテル

　　参加者　全　昶俊米山奨学生及び関係者

　　内　容・2020年度米山事業・行事の進め方

　　　　　・2020年度の奨学生及びカウンセ

　　　　　　ラーの心構え

　　　　　・奨学生の自己紹介とカウンセラー

　　　　　　の一年間の対応計画

　　　　　・分区単位のミーティング、準世話

　　　　　　クラブ

５．次年度７月・８月の例会場は、三の丸ホ

テルとなります。本日７月の例会出欠調べを

配布いたしましたので、事務局までご提出下

さい。

◇ ４月定例理事会報告

日時：３月31日㈫　11：30～12：00

場所：レストランよこかわ

議題　１）退会会員について

　　　２）2020～2021ＲＬＩ	ＤＬ	推薦について

　　　３）第５回新旧合同クラブ協議会について

　　　４）クラブ戦略計画について

　　　５）４月・５月例会プログラムについて

　　　６）４月の例会について



　　　７）会計報告

◇ ５月定例理事会報告

日時：４月28日㈫　12：00～13：30

場所：山口楼本店

議題　１）茨城新聞社水戸市広報記事協賛につ

　　　　　いて

　　　２）５月の例会及び今後の日程について

　　　３）会計報告

◇ ６月定例理事会報告

日時：５月26日㈫　12：00～13：30

場所：ホテルテラスザガーデン水戸

議題　１）新会員候補者について

　　　２）６月例会について

　　　３）６月例会プログラムについて

　　　４）茨城県立水戸特別支援学校との就職

　　　　　協定に基づく教材支援について

　　　５）会計報告

◇ 2020～21年度　第２回クラブ協議会

日時：６月23日㈫　18：30より

場所：山口楼本店

議題　１）2020～21年度　会長方針について

　　　２）メークアップについて

　　　３）年間日程について

　　　４）委員会編成（案）について

　　　５）予算（案）について

　　　６）今年度各委員会・事業計画について

例　会　予　告

２０２０～２０２１年度
７月 7日（火）	 於　三の丸ホテル
卓話「新年度就任挨拶」

内藤　　学	会長
香嶋　　貴	幹事

７月１４日（火）	 於　三の丸ホテル
卓話「新年度委員会活動計画」

岡﨑恵一郎	会員組織委員長
川名　信博	クラブ管理運営委員長
篠﨑　和則	青少年奉仕委員長

７月２１日（火）	 於　三の丸ホテル
卓話「新年度委員会活動計画」

荻原　　武	国際奉仕委員長
長野　久嗣	社会奉仕委員長
小櫃　重秀	職業奉仕委員長

週報担当　香嶋　　貴	委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……


