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　子供のころは、テレビは一家に一台、リビング

に家族が集まり同じテレビを見ながら団らんす

るのが日常だった。見たい番組を見るために急い

で帰宅したり、番組の最中に CM になるまでト

イレを我慢したり、また見たい番組のチャンネル

権を兄弟で争い、末っ子だった私は常時敗退、見

たい番組を見せてもらえないと不満を感じること

が多々あった。翌日学校では昨日見たテレビ番組

のドラマやスポーツ番組等の話題で友人と盛り上

がっている毎日を過ごしていた。

　時代が変わり今日では、IT技術の発達により、

情報を得る方法がテレビ、ラジオ、新聞・雑誌等

からインターネットを利用したタブレット、ス

マートフォンに変化した。これらの機器は一人一

台もしくは一人で複数台所有する人も少なくなく、

このおかげでニュースはもとよりスポーツ、映画、

ドラマ、アニメ等の殆どのコンテンツを自分の好

きな時に好きな場所で他の人を気にすることなく

見ることができるようになった。

　コミュニケーションの方法も大きく変わった。

電話で直接言葉を交わすことも減り、LINE や

SMSで済ますことが多くなってきた。直接会って

話さなければならない時も少なからずあるが、要

件を伝えるだけであれば充分である。

　コロナ禍でこれらのような IT技術を更に活用

するよう社会が求めてきている。

　同じ場所にいる必要が無いのは当然として、LINE

などのメッセージサービスや YouTube等の動画

配信サービスは必ずしも同じ時である必要はなく

自分の都合の良い場所で都合の良い時間に対応で

きる非常に便利なものとなっている。

　しかしながら、やはり相手の思いをくみ取りな

がら直接会話する場合とスマホでのメッセージ

サービスでのやり取りでは集中度合も異なり結果

として結論が変わってしまう場合も多々あると考

えられる。また、同じスタジアムで同じスポーツ

観戦をした友人と動画配信サービスを介して見た

スポーツ観戦では共感の仕方も感動の仕方も全く

異なるものとなってしまう。

　自分の都合に合わせて仕事も私生活もできる環

境ができつつある中、手間であっても職場、プラ

イベートまたはロータリークラブなどの団体の仲

間と同じ場所で同じ時間を過ごすことの重要性を

より強く思う。



　私は、1978年に石岡

市で生まれました。実

家は祖父母が酪農を営

み、両親は公務員。周

りには額賀家本家から

土地を分けた親戚、しき

たりばかりの堅い家の長

男として育ちました。

　地元の幼稚園、小学

校、中学校を卒業、小学生の時は、少年野球、

バドミントン、スキー、バスケットボールと、

スポーツばかりしていた記憶がほとんどです。

　中学校でも野球とスキーは続け、野球では県

ベスト４、人が少なかった陸上部の助っ人にい

けば110メートルハードルで県南大会優勝、県

大会決勝進出など、スポーツで生きていけるん

じゃないかと勘違いしていました。他にも勘違

いは多数あった中、私を変えたのは、２年生の

中旬に、成績も中途半端、人間的に中途半端だっ

た私に、先生たちから生徒会長を薦められ、選

挙で当選するという出来事がありました。これ

らの事が、その後の私に大きな影響力を与えた

のは確かです。３年生で生徒会長になり、絶対

何か変えてやろうと思い、必死に生徒会と先生

方を説得し、当時男子は坊主、女子はおかっぱ

だった髪型の制限をなくしました。また、ジャー

ジ、バッグ、靴を今風の物に変えました。誰も

見なかった生徒手帳の内容も変えました。この

生徒会長の経験が、ただなんとなく生きてきた

私に責任感と正義感みたいなものを植え付けて

くれました。なによりも、少しとっぽくて、運

動が人より少しできて、何でも変えちゃう生徒

会長でしたので、今までの人生で一番もてました。

　それから土浦工業高校に入学し、野球を続け

たのですが、近くにある桜町という魅力的な街

に魅了され、２年生で野球を辞め、夜のアルバ

イトに命をかけました。その頃から夜に興味を

持ち、今の仕事に至るのではないかと思える最

初の仕事でした。

　その後なんの夢もなく卒業し、水戸ＲＣ会員

でもある八文字先生の学校にお世話になること

になるのですが、板前をやっている先輩に洗い

物の手伝いを頼まれたのが、この世界に入る

きっかけとなりました。

　洗い物をしながら見る、カウンターで15名

のお客さんを相手に刺身を引いている親方の姿

がとても格好よく、初めて「俺もああなりたい」

と感じました。その後、㈱ミキプランニングに

就職し午前中に学校に行き、昼から仕込み、夜

営業を繰り返す予定だったのですが、学校には

行かなくなってしまいました。

　厳しい上下関係の中、寝ずに、仕事をたく

さん抱え、何にでも手をだして学んだ結果、２

年で花板に出ることができました。普通ではあ

りえないスピードでしたが、先輩方も背中を押

してくれました。この頃、10年やったら自分の

店を出そうと決心し、その夢を叶えるような動

きに変わりました。

　それと同時期、ミキプランニングの社長の先

輩に当たる、㈱ジャパンニューアルファという

会社の飲食部門の立て直しの話が舞い込んでき

ました。当時、いろいろ経験を積みたかった私

は、行かせてほしいと直談判し、１人神奈川県

厚木に引っ越しました。神奈川県全域に客席

100名以上の店舗が16店舗あり、内部は悲惨な

状況で22歳の僕にできるのか不安になりました

が、これができれば独立できると思い、業種や、

メニューなど、親方に相談したり、本を読みあ

さったりして、最終的には12店舗、リニューア

ルオープンし、自らもプレイヤーとして、徐々

に業績回復をしていきました。私自身も大きく

成長させて頂く機会となりました。

　その後、ミキプランニングにもどり、１店舗

の立ち上げをし、１年店長として働いた末に、

独立しました。料理の仕事を始めて、ちょうど

10年たった後の独立。まさに、計画通りでした。

　藍やをオープンしたときに、新たに10年後

２店舗目を出そうと更なる目標をたて、それに

向け営業してきた結果、更に10年たったのち、

青藍をオープンすることができました。夢は叶

うと信じ、更に10年後に夢を抱いて現在も頑

張っております。コロナという新たな生活環境

の中、順応して頑張っていきたいと思っており

ますので、皆様にも見守って頂けたら幸いです。

【卓　話】 生い立ちと今にいたる経緯 額賀　正博	会員（日本料理）



◇ 新会員紹介

◦畠山　佳樹（社会保険労務士）S54.10.2生

　中小企業診断士社会保険労務士

　はたけやま事務所　代表

　この度は増山先生、香嶋幹

事にお誘いをいただき、ロー

タリーの理念にも共感をいた

しまして入会をさせていただ

く事になりました。まだまだ

若輩ではありますので皆様に

はご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

（推薦者　増山会員・香嶋会員）

◦沼田　邦郎（製造専門家）S39.11.5生

　㈱ヌマタ商事　常務取締役

　これまで水戸ホーリーホッ

クに多大なご支援をいただき

本当に有難うございました。

７月に代表を辞任しこれから

は後方支援という立場で関

わっていく事になります。本

業については間もなく代表となる予定になって

おりますが、更にロータリークラブでは奉仕の

心を持って地域に根差した活動ができればと

思っております。

　至らない点も多いと思いますがご指導のほど

よろしくお願いいたします。

（推薦者　内藤会員・小櫃会員）

◇ 会長の時間

　皆さん、こんにちは。本日ご入会の、畠山さ

ん・沼田さん、ようこそ水戸ロータリークラブへ。

こころより歓迎申し上げます。本日２名ご入会

で会員数は117名となりました。120名が見えて

きました。さらなる拡大ご協力お願いします。

　さて地区よりうれしい連絡が来ました。昨年

度高沢会長年度がロータリー賞（会長特別賞　

プラチナ）受賞です。皆さんおめでとうござい

ます。

　報告事項が２点あります。まず昨日、水戸市・

水戸市社協と市内ロータリークラブ・ライオン

ズクラブ・水戸青年会議所15団体とで「災害時

の相互協力に関する協定」を結びました。これ

は水戸市が昨年の台風19号災害を教訓に、市

内各種団体への情報提供を機敏にし連携を強化

しようというものです。次に第2820地区財団

ニュースから、アフリカ地域の野生型ポリオウ

イルス根絶が宣言されたとのことです。世界保

健機関（WHO）は８月25日アフリカ地域の全

47か国において野生型ポリオウイルスの伝播

が正式に断ち切られたことを発表。ロータリー

と世界ポリオ根絶推進活動のパートナー団体

（米国疾病対策センター：国連児童基金・ビル

＆メリンダ・ゲイツ財団）はこの公衆衛生上の

達成を称え、世界からポリオを根絶できること

の証であると述べました。残すはパキスタンと

アフガニスタンの２か国のみ。皆さんのご寄付

が世界貢献につながっています。引き続き財団

へのご協力よろしくお願いいたします。

　本日の卓話は額賀会員のイニシエーション

スピーチです。楽しみにしております。最後に、

今週から10月。台風シーズン到来です。ここに

コロナ・インフルエンザも加わります。気温も

下がり体調を崩しやすい頃です。どうかくれぐ

れもご自愛ください。

◇ 出席報告

神尾（圭）副委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

117名 76名 41名 69.72%

前　週訂正出席率　71.70%

◇メークアップ

9/2　	北海道2500ＲＥＣ		磯﨑　寛也

9/9　	北海道2500ＲＥＣ		磯﨑　寛也

9/15		北海道2500ＲＥＣ		磯﨑　寛也

9/16		水戸ＲＡＣ　青沼　　裕、沼田　元良

9/17		北海道2500ＲＥＣ		杉本　　健

9/25		ワールド大阪ＲＥＣ		山﨑晋一郎

9/28		北海道2500ＲＥＣ		後藤　直樹

９月第４例会 司会　鈴木（賢）委員例 会 報 告



◇ にこにこＢＯＸ

	 鈴木（勝）副委員長

畠山会員……本日は入会させて頂きありがとう

ございます。

沼田（邦）会員……本日入会させて頂きました。

宜しくお願い致します。

額賀会員……本日、卓話をさせて頂きます。宜

しくお願い致します。

内藤会員……沼田（邦）さん、畠山さんご入会お

めでとうございます。

増山会員……畠山さん、沼田（邦）さんご入会お

めでとうございます。

小櫃会員……沼田新会員をどうぞよろしくお願

い致します。

任田会員……沼田さん、ようこそロータリーへ。

山口（政）会員……霞ヶ浦一周、自転車の旅楽し

かったです。皆さんも一度は経験してみません

か？

鈴木（賢）会員……孫が６ヶ月になり、すくすく

成長しています。

長野（公）会員……入会1 ヶ月記念です。よろし

くお願いします。

本日の合計 10件 50,000円

９月の合計 46件 245,000円

累　計 140件 774,000円

◇ 財団ＢＯＸ

小林大次郎会員……財団の友献金

（第６回）　　　＄100	 10,600円　

	 （累計　＄5,600）

清水　洋一会員……財団の友献金

（第７回）　　　＄100	 10,600円　

	 （累計　＄1,700）

杉本　　健会員……財団の友献金

（第３回）　　　＄100	 10,600円　

	 （累計　＄300）

この計 ３件 31,800円

◇ 米山ＢＯＸ

吉原　清寿会員……米山功労者献金（第２回）

　　　　　　10,000円　	（累計　120,000円）

この計 １件 10,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．10月定例理事会が開催されます。役員・

理事の方々のご出席をお願いいたします。

　とき　10月６日㈫　11：30

　議題　１）新会員候補者審議について

　　　　２）新会員所属委員会について

　　　　３）この指とまれ賛助について

　　　　４）コロナウイルスに関する出席免除

　　　　　　について

　　　　５）10月・11月の例会プログラムに

ついて

６）会計報告について

７）その他

２．新会員所属委員会は下記のとおりです。

　　　田中　文弥会員……プログラム副委員長

　　　関根　貴雄会員・畠山　佳樹会員

　　　　　　　　　　……親睦活動委員会

　　　沼田　邦郎会員……会場委員会

例　会　予　告

１０月１３日（火）
卓話「米山月間に因んで」

清水　洋一	米山奨学委員長

１０月２０日（火）
卓話「米山月間に因んで」

ＲＬＩ委員会

１０月２７日（火）
卓話「ガバナー公式訪問を控えて」

柴山　博光	第 3分区ガバナー補佐

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。……

　台風とかけて、司法試験と解きます。

　そのこころは。

　どちらもたくさん、ケイホウ（警報・刑

法）が出るでしょう。

●今週のなぞかけ。●




