
息子の骨折に思うこと

篠﨑　和則（弁護士）

№ 1 5   2 0 2 0 ・ 1 1 ・ 1 0

　先日、仕事中に妻から携帯電話に着信があ

りました。「大
たいせい

晴が学校で骨折して病院に運

ばれたらしい。とりあえず行ってくる。」と

のことでした。どうして骨折したのか、どこ

を骨折したのか、情報はこの時点では全くあ

りませんでした。部位によっては命にも関わ

る可能性があります。不安な時間を過ごしま

したが、結局は左手小指の骨折という想定し

た範囲でも最も軽い部類の骨折でした。ボー

ルを使って遊んでいて誤ってボールごと蹴ら

れてしまったということで、喧嘩などではな

かったことにもほっとしました。

　家に帰ると本人は「これでしばらくは宿題

ができないね（そんなことはない）。」と調子

に乗っていましたが、あやふやな情報はいか

に人を不安にさせるかを実感しました。

　妻とは「別に間違いだから怒ってもいない

けど、親から電話くらいないとちょっと嫌だ

よね。」などと話していましたが、夕方のう

ちに先方の両親がお子さんを連れて謝罪に来

てくれ、息子もその子を叱らないでやって欲

しいなどと言ったそうです。子供同士で仲違

いするようなこともなく、本当に良かったと

気持ちがスッキリしました。給食の配膳など

で不都合のある息子をその子が積極的に手助

けしてくれているそうです。

　もし、電話の一本もないままだったら、ど

う感じていたでしょうか。こちらから怒鳴り

込んだりはしないまでも、不快な気持ちに

なっていたに違いがありません。真摯な謝罪

を受けたことで、こちらも寛容の心を持つこ

とができたのだと思います。

　ちょっとしたアクシデントがあって、親も

子も学んだ出来事でした。もちろん、宿題は

やらせています。



　皆様こんにちは。本

日はよろしくお願いし

ます。

　まずは国際協議会の

ご報告をしたいと思い

ます。今年の１月19日

～27日までアメリカ

のサンディエゴにおい

て200カ国525人のガ

バナーが参集しましての研修会がありました。

研修初日にはＲＩ会長より約１時間30分ほど

の講義がございました。その中でこのようなお

話がありました。人生や地域社会を豊かにする

為にロータリーが機会を与えましょうというお

話でした。また国際ロータリーの目標として以

下のとおり示されています。

2020-2021年度　国際ロータリーの目標

１　地区は新しい革新的クラブモデルを作る。

２　既存会員を維持しつつ、さらに入会を促進

することでクラブ会員の増加を図る。

３　新しい会員を注意して選び、新会員がクラ

ブにぴったり合い、また、新会員の期待に

応えるクラブである事を確認する。

４　女性会員や40歳未満の会員の入会、また、

ローターアクターのロータリークラブへの

入会を促し、会員増加を図る。

５　インターアクト、ローターアクト、ロータ

リークラブ会員間および他のロータリー活動

の参加者間の積極的参加・協力を強化する。

６　ポリオ撲滅活動においてロータリーとロー

タリアンが果たしている役割を広く伝える。

７　地区財団活動資金（ＤＤＦ）を十分に活用

することで、地区補助金、グローバル補助

金、ポリオプラス、ロータリー平和センター

の資金とし、地域社会および海外でのプロ

ジェクトを増やす。

８　クラブは毎年少なくとも１回の戦略会議を

開く。

　この国際ロータリーの目標を踏まえつつ、地

区においては「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ました。

皆様と共に力強く活動をしていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

【記念講演】 ロータリーは機会の扉を開く ＲＩ第2820地区ガバナー
池田　正純	氏（牛久ＲＣ）

◇ ゲスト紹介

ＲＩ第2820地区ガバナー

池田　正純	氏（牛久ＲＣ）

第３分区ガバナー補佐

柴山　博光	氏（友部ＲＣ）

地区幹事	 宮本　武憲	氏（牛久ＲＣ）

地区副幹事	 白岩　大樹	氏（牛久ＲＣ）

第３分区ガバナー補佐セクレタリー

遠藤　　彰	氏（友部ＲＣ）

◇ 新会員紹介

◦富田　敬子（私立学校）Ｓ33.	1.	9生

　（学）常磐大学・常磐短期大学　学長

　この度は水戸ロータリークラブへの入会をご

承認いただきありがとうござ

います。長い伝統を誇るこの

クラブに入会できることは大

変光栄に存じます。入会前に

ロータリークラブの事を調べ

てみたのですが、その目的と

して職業人として地域社会に奉仕するとありま

した。これまでの自身を振り返るとまさに奉仕

という点に力を入れて学び、仕事をしてまいり

ました。この度地元に戻り仕事をすることにな

りましたが、やはり地元で貢献をしたいという

気持ちを感じていたところ、今回ロータリーク

ラブへのお誘いをいただいたということです。

今後皆様とこの地域社会の為に頑張っていきた
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いと思っております。水戸ロータリークラブで

は初の女性会員ということですが、私自身が

しっかりと仕事をすることで今後の女性会員の

入会に繋がる事を願いたいと思います。皆様ど

うぞ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

　本日はＲＩ第2820地区池田正純ガバナー公

式訪問の良き日を迎えました。池田正純ガバ

ナー、柴山博光第３分区ガバナー補佐、宮本武

憲地区幹事、白岩大樹地区副幹事、遠藤　彰第

３分区ガバナー補佐セクレタリー、ようこそ

水戸ロータリークラブへお越し下さいました。

心より歓迎申し上げます。既に午前11時より、

岡﨑会長エレクト、川名副会長、香嶋幹事、砂

押 SAA、白田副幹事を交えた協議会を開催い

たしました。約１時間にわたり意見交換が活発

になされ、池田ガバナーから貴重なアドバイス・

ご指導もたくさんいただきました。ありがとう

ございました。例会では、改めて池田ガバナー

より「ロータリーは機会の扉を開く」と題した

記念講演をいただきます。その後写真撮影、ク

ラブ協議会へと進みます。例年の懇親会こそあ

りませんが、長丁場となりますので何卒よろし

くお願いいたします。そして本日ガバナー公式

訪問に合わせて、水戸ロータリークラブ70年

の歴史で初めての女性会員である富田敬子さん

にご入会いただきました。我がクラブにとって

記念すべき日となりました。改めてご入会おめ

でとうございます。会員数120名となりました。

今後とも精力的に会員増強を行ってまいります。

皆さん水戸ロータリークラブにふさわしい方の

情報提供をよろしくお願いいたします。

　先日８日に、水戸東ロータリークラブ創立

35周年記念例会が当三の丸ホテルで開催され、

スポンサークラブとして参加し祝辞を披露いた

しました。素晴らしい記念例会でした。池田ガ

バナーはじめ地区役員の皆さまにおかれまして

は、連日の公式訪問で大変お疲れのことと存じ

ます。新型コロナ・インフルエンザも油断でき

ません。くれぐれもご自愛いただき、引き続き

各クラブへ熱いご指導を賜りますことをお願い

申し上げ、会長の時間とさせていただきます。

◇ 出席報告

後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

120名 88名 32名 76.52%

前　週訂正出席率　82.88%

◇メークアップ

11/4	 水戸ＲＡＣ

	 　内藤　　学、青沼　　裕、白田　礼治、

	 　安　　圭一、篠﨑　和則、小宅　敦雄

11/8	 水戸東ＲＣ創立35周年記念例会

	 　内藤　　学、片岡　宗厳、川﨑　　洋

	 北海道2500ＲＥＣ　関口　泰久

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

池田ガバナー……本日は宜しくお願い致します。

柴山第３分区ガバナー補佐・

遠藤補佐セクレタリー（友部ＲＣ）

　　　……よろしくお願い致します。

富田会員……本日入会しました。今後ともよろ

しくお願い致します。

井上会員……池田正純ガバナー、本日はお世話

様になります。

内藤会員……池田ガバナーようこそ水戸 RC へ。

富田さんご入会おめでとうございます。

香嶋会員……本日のガバナー公式訪問は最後ま

で御協力お願い致します。

太田会員……池田ガバナーご指導よろしくお願

い致します。

牧会員……富田さん入会おめでとうございます。

水戸ＲＣは大歓迎です！

高沢会員……池田ガバナー公式訪問を祝して。

よろしくお願いします！

二川会員・土子会員……池田ガバナー、本日は

よろしくお願い致します。

小櫃会員……新会員富田敬子さんをどうぞよろ

しくお願い致します。

神尾（圭）会員……先日の母の葬儀につき、お心

遣いいただき、ありがとうございました。

谷川会員……富田さん、ご入会おめでとうござ

います。今後もどうぞ宜しくお願い致します。

藤田会員……富田さん、入会おめでとうございま

す。池田ガバナー、本日はありがとうございます。



例　会　予　告

１１月２４日（火）
卓話「ロータリー財団について」

地区ＲＬＩ委員会

１２月　１日（火）
卓話「ベトナム支援報告」

荻原　　武	国際奉仕委員長

１２月　８日（火）
卓話「パラリンピックについて」

関彰商事㈱　山口　凌河	選手

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。……

鯉沼会員……本日の司会をさせて頂きます。宜

しくお願い致します。

工藤会員……無事に8期目の決算を迎える事が

出来ました。

秋山会員……誕生日プレゼントありがとうござ

いました。

川名会員・山口（晃）会員・高貫会員・沼田（邦）会員

……誕生祝ありがとうございます。

関口会員……誕生日のお祝いをありがとうござ

います。１年間頑張ります。

小川会員……誕生日祝ありがとうございます。

ますます頑張ります。

益子会員……妻の誕生日のお祝いをありがとう

ございます。

本日の合計 25件 150,000円

◇ 財団ＢＯＸ

太田　正明会員……財団の友献金

（第２回）＄100		10,400円	（累計		＄4,200）

荻原　　武会員……財団の友献金（ポリオプラス）

（第５回）＄100		10,400円	（累計		＄3,500）

大久保博之会員……財団の友献金

（第４回）＄100		10,400円	（累計		＄3,400）

片岡　宗厳会員……財団の友献金

（第２回）＄100		10,400円	（累計		＄2,200）

篠﨑　和則会員……財団の友献金（ポリオプラス）

（第10回）＄100		10,400円	（累計		＄2,000）

中村　三喜会員……財団の友献金

（第７回）＄100		10,400円	（累計　	＄700）

川﨑　隆一会員……財団の友献金

（第１回）＄100		10,400円	（累計	　＄100）

長野　公秀会員……財団の友献金

（第１回）＄100		10,400円	（累計　	＄100）

岡本　圭司会員……財団の友献金

（第１回）＄100		10,400円	（累計	　＄100）

この計 ９件 93,600円

◇ 米山ＢＯＸ

太田　正明会員……米山功労者献金（第１回）

　　　　　　10,000円	 （累計　610,000円）

大久保博之会員……米山功労者献金（第１回）

　　　　　　10,000円	 （累計　410,000円）

小泉不二夫会員……米山功労者献金（第５回）

　　　　　　10,000円　	（累計　250,000円）

この計 ３件 30,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．新会員所属委員会は下記のとおりです。

　　富田　敬子	会員……青少年奉仕委員会

２．11月定例理事会において、2020～2021年

度の指名委員会７名が承認され、理事会終

了後に第１回指名委員会が開催され2021～

2022年度の役員理事が提示されました。

　　◎委員長　　内藤　　学

　　◎副委員長　岡﨑恵一郎

　　◎委　員　　髙原　　裕、砂押　憲正、

　　　　　　　　牧　　厚志、高沢　　彰、

　　　　　　　　香嶋　　貴

３．歴代会長会が開催されます。

　　と　き　11月17日㈫　13：40

　　ところ　例会場（三の丸ホテル）

　　議　題　１）クラブ運営について

　　　　　　２）その他

　ガバナー公式訪問とかけて、NHK国会

中継の朝、ととく。そのこころは

　どちらも、これからキョウギカイ（協議

会・今日、議会）があるでしょう。

●今週のなぞかけ。●


