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　生前母親が口癖のように「世間には偉い人は大

勢いるけれど、立派な人はめったにいない。お

まえは偉くならなくてもいいから立派な人になっ

ておくれ」と言っていた。なるほどと思ったのと

同時に「世間には立派そうな人は大勢いるけれど、

本当に立派な人はめったにいない」という言い回

しが浮かんで、何度も頷いたものだった。

　もう一つ私の心に残っているのは、「さだまさ

し」さん作の『息子へ』（1991年４月発売）とい

う歌だ。私がこの曲を歌いこなせるわけではない

が、聴いているのには丁度よく、生き方における

一つの道標とも思えるからだ。この書簡体の多い

スタイルの詩には、人生に対する優しさと誠実味

が満ち溢れていて、今の世の中が「求めている人」

にオーバーラップするのだ。

　その『息子へ』は諧謔口調で、聞き手をクスッ

と笑わせながら始まる。

親がこうなので　顔も頭も　余り期待しない

ほうがいい

血筋がああだから　才能の方も　まずはあき

らめろ

落ち着きのない子だと　言われて育つだろう

俺がそうだった

受験も一度くらい　失敗するだろう　俺がそ

うだった

きっと女には　結構もてるだろう　俺がそう

だったから

　だが、さださんは次に、ふざけ顔を引き締めて

息子に向けて応援歌を謳い上げる。

誰の真似でもなく　お前はお前らしく　お前

の空を飛べ

たった一つの　お前の命　輝ければそれでいい

どちらかを選ぶなら　傷つける人より　傷つ

く人に

騙す人より　騙される人に　そのほうがずっ

といい

生きてゆくのは　楽しいぞ　辛いけど

辛い時こそ　胸を張れ　前を見ろ

いつか愛する人が出来たなら　お前の勇気で

包みこんでやれ

父はいつでも　お前の味方だよ　おめでとう

部分的に引用するとこういう歌なのだ。

　戦後の民主主義は確かに、機会均等の考えを通

して平等の思想を現実のものとした。しかし、そ

の一方で、教育過熱という歪みを生み出し、ただ

テストに強いだけの人間が押し合いへし合いして

いる、人間味に欠ける自己中心的な格差社会を現

出してしまった。それだけに今、お袋の言葉やさ

ださんの詩が胸に響くのだ。



◇ 会長挨拶

内藤　　学 会長

　今期のテーマは「前

へ、70年目の挑戦。～

新しい変革の風を起こ

そう～」です。実はコ

ロナ禍で大変厳しい状

況の中、会長方針はい

かにあるべきか、ロー

タリーの存在価値は何

なのか大変悩みました。

だからこそ言いたいのです。今こそロータリー

の出番だと。

　2020-2021年度ＲＩホルガー・クナーク会

長のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」

です。そして第2820地区池田正純ガバナーは

「ロータリアンのイノベーション・磨こう人間

力！」をスローガンに掲げられました。この状

況下への力強いメッセージだと思います。

　今年還暦となる私は、若き20代の頃ローター

アクトを偶然にも経験しました。11年前に水

戸ロータリークラブに入会させていただいた際、

とても不思議なご縁を感じました。この間多く

の出会いと経験をさせていただき、まさに人生

の扉を開けていただきました。若き頃の経験も

あり、私にとって青少年奉仕は特に思いが深い

ものです。今期、新しい青少年奉仕活動が創造

できればと考えております。

　また今期は水戸ロータリークラブ創立70周

年という記念すべき年でもあります。1951年

春、先輩方は大いなる希望を胸にクラブを立ち

上げました。歴史と伝統は先輩方の熱き挑戦の

連続でできています。私たちも時代の変化に対

応し、女性会員の入会など新しい風を起こした

いと思います。そして今一度原点に帰りロータ

リーの中核的価値観を全員で共有し、新たな一

歩を共に刻んでいきたいと思います。

　しかしながら会員企業の健全なる存続なくし

て奉仕活動はありえません。今期は年会費の軽

減等会員の退会防止を念頭に置き、何より安心

安全かつ魅力的な例会運営に心がけ、１年間

しっかりと香嶋幹事とともに頑張ってまいりま

す。どうか皆さん健康に留意されご協力を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。

◇ 幹事挨拶

香嶋　　貴 幹事

　内藤会長は『前へ、

70年目の挑戦。～新し

い変革の風を起こそう

～』という会長方針を

掲げられました。今年

度はコロナウィルスの

関係もあり、内藤会長

の方針も何回も何回も

書き直されておりまし

た。例年と同じように出来ない事もあるかと思

います。予算も例年になく大きく削減致しまし

た。色々と不自由な点や、活動が難しい点も多

くあると思います。それでも皆さんのお力をお

借りしまして、共にロータリー活動を安心・安

全に出来るように工夫をし、目標達成に向けて

努めてまいりたいと思います。

　また、本年度も多くのメンバーの皆さんが地

区で奉仕されます。地区でも例年と活動が大き

く変わるところもあると思います。地区で奉仕

される皆さんとも綿密に情報交換をし、地区の

事業に対しても積極的に参加して頂けるように

努めてまいります。

　そして、毎月の例会や懇親会、様々な事業も

皆さんに参加して頂けるように手法を工夫しな

がら開催してまいります。不安や疑問、ご意見

等がありましたら些細なことでも結構ですので

私に相談頂ければと思います。

　本年度は水戸ロータリークラブ創立70周年の

年度であります。この長い歴史と伝統を重んじる

中で、70年目の挑戦に挑み新しい変革の風を起

こしていけるように１年間邁進してまいります。

　この厳しい社会情勢の中だからこそ『前へ、

70年目の挑戦。～新しい変革の風を起こそう～』

の方針のもと皆さんのお力をお借りしながら

色々なことに挑戦していける１年に出来るよう

に頑張ってまいりますので宜しくお願い申し上

げます。

【卓　話】 新 年 度 就 任 挨 拶



◇ ゲスト紹介
第３分区ガバナー補佐

　　　　　　柴山　博光	氏（友部ＲＣ）

米山奨学生　全　　昶俊	さん

◇ 第３分区ガバナー補佐挨拶
第３分区ガバナー補佐　柴山　博光 氏

　皆様こんにちは。

　先日水戸ＲＣのホームペー

ジを拝見させていただきまし

たが、綺麗に作成されていま

した。内藤会長の方針を読

ませていただきましたが真の

ロータリアンだと感じました。

　これまで私も多くの方と様々な経験をさせて

いただいてきましたが、ロータリーの友情には

とても感謝をしてまいりました。特に水戸ＲＣ

の皆さんとは沢山の思い出もあります。

　これから一年皆さんとともに更に友情を育み、

楽しんでまいりたいと思います。よろしくお願

いします。

◇ 直前会長・幹事への記念品贈呈
　内藤会長より、高沢直前会長、片岡直前幹事

に記念品が手渡されました。

◇ 新年度役員・理事・委員長紹介
　内藤会長より、新年度役員・理事・委員長が

紹介されました。

◇ 出席報告
後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

108名 78名 30名 75.00%

前　週訂正出席率　69.31%

前々週訂正出席率　78.85%

◇ にこにこＢＯＸ
	 齊藤（佳）委員長

柴山第３分区ガバナー補佐……一年間宜しくお

願いします。

内藤会員……新年度のスタートです。一年間よ

ろしくお願い致します。

香嶋会員……一年間頑張ります。宜しくお願い

致します。

加藤会員……①内藤会長の船出を祝って。②家

内誕生祝いありがとうございます

石井会員……内藤丸の出航を祝って。

横須賀（満）会員……新執行部、発足おめでとう

ございます。

石島会員……内藤会長、香嶋幹事一年間よろし

くお願いします。

川﨑（洋）会員……内藤会長、香嶋幹事大変な

時代ですがどうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。

砂押会員……内藤会長、香嶋幹事一年間コロナ

に負けないで頑張って下さい。

髙原会員……内藤会長、香嶋幹事頑張って下さ

い。楽しい例会になる事を期待しています。

高沢会員……内藤さん、香嶋さん一年間頑張っ

て下さい！七夕の日の門出を祝って。

太田会員……内藤会長、香嶋幹事一年間頑張っ

て下さい。

横須賀（良）会員……会長幹事、一年間ガンバっ

て下さい‼

川名会員……内藤会長、香嶋幹事一年間のス

タートですね。楽しみです。

田中会員……内藤会長、香嶋幹事一年間宜しく

お願いします。千波湖水質浄化推進協会が環

境大臣賞を受賞しました。今後もご支援ご協

力宜しくお願いします。

二川会員・岡﨑会員・益子会員・豊﨑（一）会員・

谷川会員……内藤会長、香嶋幹事一年間よろし

くお願い致します。

片岡会員……一年間お世話になりました。内藤

会長、香嶋幹事一年間頑張って下さい。

櫻場会員……大久保会長時代に設立した千波湖

水質浄化推進協会がこの度環境大臣賞いただ

きました。皆様のお陰です。

山口（晃）会員……内藤会長、香嶋幹事、たっぷ

りっ！待ってましたっ！

沼田会員……環境大臣賞おめでとうございます。

高尾会員……インターアクト委員長を仰せつか

りました。一年間宜しくお願いします。

白田会員……一年間よろしくお願いします。

藤本会員……内藤会長、新年度のスタートをお

祝いして。

土子会員・中村（三）会員・青沼会員・山西会員

……今年度どうぞよろしくお願い致します。

後藤会員……今月60才になります。ありがと

うございます。感謝。

７月第１例会 司会　鯉沼委員長例 会 報 告



鎌倉会員……お誕生日祝いをいただきました。

ありがとうございました。

井上会員……妻の誕生日です。

藤田会員……内藤会長、一年間宜しくお願いし

ます。妻の誕生日プレゼントありがとうござ

いました。

佐藤会員……妻の誕生祝ありがとうございます。

齊藤（佳）会員……誕生日プレゼントありがとう

ございます。一年間ニコニコ委員長として宜

しくお願い致します。

本日の合計 38件 220,000円

◇ 財団ＢＯＸ
石井　隆志会員……財団の友献金

（第６回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄5,600）

太田　正明会員……財団の友献金

（第１回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄4,100）

益子　一彦会員……財団の友献金

（第４回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄2,400）

横須賀良一会員……財団の友献金

（第３回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄2,300）

沼田　元良会員……財団の友献金

（第10回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄2,000）

香嶋　　貴会員……財団の友献金

（第６回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄1,600）

黒田　克己会員……財団の友献金

（第５回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄1,500）

高尾　哲也会員……財団の友献金

（第３回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄1,300）

中村　三喜会員……財団の友献金

（第６回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　		＄600）

山西　　裕会員……財団の友献金

（第３回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　		＄300）

内藤　　学会員……ベネファクター献金

　　　　　　　　＄1,000	 107,000円　

	 （累計　＄1,000）

この計 11件 214,000円

◇ 米山ＢＯＸ
石井　隆志会員……米山功労者献金（第８回）

　　　　　　10,000円	（累計　1,280,000円）

太田　正明会員……米山功労者献金（第10回）

　　　　　　10,000円　	（累計　600,000円）

横須賀良一会員……米山功労者献金（第８回）

　　　　　　10,000円	 （累計　280,000円）

後藤　直樹会員……米山功労者献金（第４回）

　　　　　　10,000円	 （累計　240,000円）

益子　一彦会員……米山功労者献金（第４回)

　　　　　　10,000円	 （累計　240,000円）

沼田　元良会員……米山功労者献金（第３回）

　　　　　　10,000円	 （累計　230,000円）

香嶋　　貴会員……米山功労者献金（第10回）

　　　　　　10,000円　	（累計　200,000円）

高尾　哲也会員……米山功労者献金（第４回）

　　　　　　10,000円　	（累計　140,000円）

中村　三喜会員……準米山功労者献金（第８回）

　　　　　　10,000円	 （累計		　80,000円）

山西　　裕会員……準米山功労者献金（第３回）

　　　　　　10,000円　	（累計		　30,000円）

この計 10件 100,000円

◇ 幹事報告
香嶋幹事

１．会員動静

　６月30日付にて、中村　昭彦会員、大和田

佳典会員が退会いたしました。

　年度末会員数は、108名となりました。

例　会　予　告

７月２１日（火）	 於　三の丸ホテル
卓話「新年度委員会活動計画」

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

７月２８日（火）	 於　三の丸ホテル
卓話「新年度委員会活動計画」

山口　晃平	会員増強委員長
成田　浩明	サポート委員長

８月４日（火）	 於　三の丸ホテル
卓話「国際協議会についての報告」

但野実穂子	直前ＲＡ地区代表
青木　菜摘	水戸ＲＡＣ会長

週報担当　白田　礼治	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。……


