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　職業柄、普段からものづくりに接してい

る。自分の担当している現場を、多くの人の

手を借り完成させるのはやりがいもあり嬉し

いものである。同じものは二度と作らない・

多くの人の目に触れる・何十年も使ってもら

えるということは達成感や充実感を得られ幸

せなことである。もともと建設業志望ではな

かったが結果的にこの道に進んできたのは必

然だったように思う。思い返せば幼少のころ

からものづくりには魅力を感じていたようで、

積み木・レゴブロック・模型製作などが好き

だった。なかでも模型製作に関しては小学生

から続く私のマニアックな趣味として今でも

続いている。

　その趣味の模型製作の話である。模型と

いっても様々あるが現在は主にプラモデルを

作っている。仕事上でのものづくりとは違い、

一人でコツコツと、多くの人の目に触れず、

子供に渡せばすぐに壊される、という対局の

性質をもった趣味のものづくりである。人に

よっては皆で楽しくやる趣味や、周りに喜ん

でもらえることを趣味とする人もいるだろう

が、私の場合は完全に自己満足の単独趣味で

ある。

　模型づくりの魅力を伝えるにあたり文字で

表現するのは非常に難しい。逆を言えば作品

や写真でもあれば多くの説明は必要ない。こ

の趣味の魅力を人に伝えるにはそれくらい視

覚が重要なのだ。しかしながら自身で魅力だ

と思うのは視覚以上に、製作過程や技術面で

楽しんでいることが多い。私の場合は一部の

お気に入りの作品を数点飾っておくだけで、

作った作品の多くは箱にしまってしまう。要

は出来上がった作品を飾って眺めて楽しむよ

りも、心を無にして何かを黙々と作業してい

る時間や試行錯誤している時間のほうが楽し

いのである。上手に完成した時は気持ちが良

い。しかしちょっとした失敗は必ずあるし、

次はもっと効率よく上手に作れたのではない

かと毎回思う。少しすると次の模型の製作に

取り掛かる。ただこれの繰り返し。

　ものづくりのしあわせ・・・皆さんも是非。



　８月より水戸ＲＣに

入会させて頂きました、

日銀水戸事務所の鈴木

と申します。入会以来、

幅広い分野でご活躍の

皆様とお会いできる例

会は、毎週楽しみな時

間となっています。入

会のご推薦を頂いた寺

門様、豊﨑（繁）様、日頃の活動でご指導を頂い

ている内藤会長、香嶋幹事、鯉沼会場委員長を

はじめとする皆様、眞﨑様をはじめとする事務

局の皆様に、この場をお借りして改めて御礼を

申し上げます。

　本日は、人生の大先輩方を前に大変僭越です

が、水戸赴任までの道のりを振り返るとともに、

水戸での活動につきご報告いたします。

　私は1966年（昭和41年）の生まれです。

　立派な生き様やドラマは経験していませんが、

学生時代に熱中した「山登り」と、社会人と

なって30年のうち計７年を過ごした「フラン

ス」についてお話したいと思います。

　まず「山登り」についてです。東京で育った

自分は、全国各地の自然や見知らぬ土地への憧

れがあり、大学では、山登りの団体であるワン

ダーフォーゲル部に入部。山登りに明け暮れる

学生時代を過ごしました。様々な山がある中で、

自分は「登山道がない山」に憧れました。特に

印象に残っているのは、今は世界自然遺産に

なっている白神山地（秋田・青森県）と知床半

島（北海道）です。

　いずれも、手つかずの大自然が魅力であると

ともに、人を簡単には寄せ付けない厳しい山で

した。これらの山では、先が見通せない中で、

粘り強く前進を続けて目標に到達した経験や、

仲間とともに全力で挑んだものの、途中で撤退

を余儀なくされた経験などを積み、心身共に鍛

えられました。

　次に「フランス」についてです。フランスに

は入社以来計３回、のべ７年滞在しました。最

初の渡仏は1995年です。のちに第11代水戸藩

主となった徳川昭武は、パリ万博視察等のため

1867年に将軍名代として渡仏しています。当

方の渡仏はその約130年後ですので、水戸の皆

様からみれば、かなり遅いフランスデビューで

す。フランスで暮らしてみて感じたことを幾つ

かご紹介します。

　まず「理想と現実のギャップ」についてです。

花の都というイメージが強いパリですが、秋冬

は日照時間が短く、暗くて寒い時期が１年の半

分近く続き、精神的に参ってしまう「パリ症候

群」と呼ばれる症状に悩む日本人も少なくあり

ません。フランスで美食や芸術が発展した背景

には、こうした厳しい環境を乗り越える工夫と

いう面もあるのかもしれません。

　フランス人の暮らしで印象的だったことの１

つは、「屋外」での買物や食事を好み、青空市

（マルシェ）やテラス席が普及していることで

す。テラス席等の屋外型サービスは、密を避け

る工夫の１つとして、日本でも活用される場面

が増えてくるのかもしれません。

　意外かもしれませんが、水戸や茨城と共通し

ていると思われる点も少なくありません。パリ

と水戸は、美しい「都市公園」がある点や「珈

琲専門店（カフェ）」が多い点などが重なります。

「自転車」で地域振興を目指している点は、フ

ランスと茨城の共通点といえそうです。ツール

ドフランスと呼ばれる仏全土を巡る自転車競技

では、パリ中心部の大通りを貸し切って決勝が

行われます。いつかツールドイバラキが開催さ

れ、水戸の大通りを疾走する自転車を皆で応援

する日が来るでしょうか。

　最後に水戸での活動についてです。週末は千

波湖や那珂川沿いで「ランニング」を続けてお

り、水戸黄門漫遊マラソン出場が目標です。平

日は「中央銀行業」に取り組み、

　　①　お札の発行と流通

　　②　経済に関する調査と情報発信

　　③　金融教育の推進

を通じ、微力ながら地域を支える力になること

を目指しています。

　今後とも、ご指導の程、どうぞ宜しくお願い

いたします。

【卓　話】 水戸への道と水戸での活動 鈴木　直行	会員（中央銀行管理職）



◇ 会長の時間

　皆さん、こんにちは。先週15日㈭、職業奉

仕・社会奉仕・青少年奉仕（ＲＡ・ＩＡ）・国

際奉仕４委員会合同家庭集会が開催されました。

20名を超える参加があり多様で活発な意見交

換がなされました。コロナ禍で大きく活動が制

限される中、各委員会が工夫を凝らし活動を進

めておられました。また18日㈰に、長野（久）

委員長の社会奉仕委員会が参加する「千波湖ビ

オトープ」事業がありました。主催者である「千

波湖水質浄化推進協会」は水戸ロータリークラ

ブが中心となり10年前に立ちあげました。初

代会長が大久保元会長、現会長が櫻場会員です。

今回９回目となるビオトープ造成に私も初めて

長靴をはいて参加しました。ビオトープとは、

動物や植物が安定して生活できる生息空間のこ

とで、護岸工事で失われた生物生息空間を自分

たちの手で造成しようというものです。コロナ

禍で例年の参加者に制限を設けての開催でした。

今回は、ガマとセキショウという植物の植え込

みと、千波湖に棲む外来生物の捕獲が行われま

した。植栽は子供たちと一緒に泥だらけになり

ながらも楽しく、また外来生物は約30センチ

のミシシッピアカミミガメや、背びれが鋭利で

危険なアメリカナマズが捕獲されました。この

市民を巻き込んだ活動は、千波湖の水質浄化、

生物の多様性の実現、水戸市民の環境意識の向

上に貢献する大変意義深いものです。そして今

年、長年の活動が認められまして環境大臣表彰

を受賞されております。今後ともこの活動への

協力が大切だと感じた次第です。さて本日の卓

話は日本銀行鈴木会員によるイニシエーション

スピーチです。楽しみにしております。よろし

くお願いいたします。

◇ 出席報告

後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

119名 77名 42名 70.64%

前　週訂正出席率　82.73%

◇メークアップ

9/30	 東京米山ＲＥＣ　秋山　現信

10/7	 水戸ＲＡＣ

	 　内藤　　学、香嶋　　貴、青沼　　裕

	 　安　　圭一、石川　真二、西　　　修

	 　荻原　　武、篠﨑　和則

10/11	第41回ライラセミナー

	 　井上　壽博、篠﨑　和則、安　　圭一

	 　齊藤　佳昭、沼田　元良、高尾　哲也

	 　山西　　裕、工藤　勝則

10/13	北海道2500ＲＥＣ		関口　泰久

	 Rotary	E-Club	Sunrise	of	Japan

	 　　　　　　　　　関口　泰久

10/18	社会奉仕活動（千波湖ビオトープ）

	 　内藤　　学、香嶋　　貴、長野　久嗣

	 　櫻場　誠二、田中　邦彦

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

鈴木（直）会員……本日、卓話を担当させて頂き

ます。

奥野会員……先日入会させて頂きました。どう

ぞ宜しくお願い致します。

内藤会員……千波湖ビオトープ、大変お疲れ様

でした。

川名会員……久しぶりに長女と会食しました。

成田会員……富田学長のオリエンテーションが

済み、ご入会することになりました。

二川会員……ニコニコ応援しています。

照沼会員……ニコニコ委員会が米山奨学委員会

の代理をしてくれましたので。

加藤会員……本人B.D．祝い。

本日の合計 ８件 45,000円

◇ 財団ＢＯＸ

衣笠　　勤会員……財団の友献金

（第10回）　　　＄100	 10,500円　

	 （累計　＄2,000）

篠﨑　和則会員……財団の友献金

（第９回）　　　＄100	 10,500円　

	 （累計　＄1,900）

10 月第３例会 司会　秋葉委員例 会 報 告



例　会　予　告

１１月　３日（火）
―祝日に付き休会―

１１月１０日（火）於　三の丸ホテル
―ガバナー公式訪問―
記念講演「ロータリーは機会の扉を開く」
第 2820地区ガバナー　池田　正純	氏

１１月１７日（火）
卓話「県政報告」

茨城県知事　大井川和彦	氏

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。……

この計 ２件 21,000円

◇ 米山ＢＯＸ

渡邉　幹郎会員……米山功労者献金（第６回）

　　　　　　10,000円	 （累計　260,000円）

衣笠　　勤会員……米山功労者献金（第４回）

　　　　　　10,000円	 （累計　240,000円）

小田部　卓会員……米山功労者献金（第１回）

　　　　　　10,000円　	（累計　210,000円）

横須賀　靖会員……米山功労者献金（第２回）

　　　　　　10,000円	 （累計　120,000円）

杉本　　健会員……準米山功労者献金（第４回）

　　　　　　10,000円	 （累計　40,000円）

この計 ５件 50,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．本日、ロータリー情報委員会の新会員オリ

エンテーションが開催されました。

２．11月定例理事会が開催されます。役員理

事の方々ご出席ください。

　　と　き　10月27日 (火 )　　11:30

　　ところ　ホテル	テラスザガーデン	水戸

議　題　１）コロナウイルスに関する出席

規定免除について

　　　　　　２）指名委員会及び開催について

　　　　　　３）年次総会開催日について

４）池田正純ガバナー公式訪問に

ついて

５）第３分区ＩＭについて

６）第３分区チャリティー親睦

ゴルフ大会について

７）2021-2022年度地区委員推薦

について

８）11月・12月例会プログラム

について

９）会計報告

10）その他

３．第３回クラブ協議会が開催されます。

　　と　き　10月27日㈫　13：40～15：00

　　ところ　例会場（ホテル	テラスザガーデン	水戸）

議　題　１）池田正純ガバナー公式訪問に

向けて

　　　　　　２）委員会中間報告

　　　　　　３）その他

４．第３分区インターシティ・ミーティング（ＩＭ）

及び第３分区チャリティー親睦ゴルフ大会が

開催されます。

　[ＩＭ ]

　　と　き　11月28日㈯　開会	15：30

　　　　　　　Zoom配信	15：45　講演	16：00

　　ところ　宍戸ヒルズカントリークラブ

　　登録料　2,000円（Zoomでの参加は無料）

　　ご案内先　役員理事・委員長・地区委員・

　　　　　　　入会３年未満の会員

　[ ゴルフ ]

　　ＩＭと同日　集合	７：00（雨天決行、荒天中止）

　　　　　　　　スタート	７：28（東コース）

　　費　用　プレイ費　14,800円

（キャディ・昼食代込み）

　　　　　　参 加 費　		3,000円

（申し込みの際にお支払いください。）

　千波湖のボートとかけまして、若いカッ

プルとときます。そのこころは

　どちらもコイデ（漕いで・恋で）楽しん

でいます。

●今週のなぞかけ。●


