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　2017年の８月とやや古い話になりますが、あ

る商社の方とロシア・カムチャッカ半島を、サケ

の加工場を視察するため訪れたことがあります。

ウラジオストックに１泊、カムチャッカのペトロ

パブロフスクカムチャツキー (以下　ペトロ ) に

１泊した後、いよいよ目的地オクチャプリスキー

(以下　オクチャ ) に向かいます。ちなみにカム

チャッカ半島全体の人口は約30万人、ペトロは大

きな街で20万人以上が住んでおり、半島のそれ以

外の地域はあまり人が住んでいないと言えると思

います。

　さてペトロからオクチャまでは250km ほどで、

途中小休憩をとって６時間ほどの道のりでしたが、

約半分は舗装され、残りの半分は日本でもかつて

見られた砂利を固めた未舗装の道路でした。ス

ピードは意外に出ますが、ガタゴト、ガタゴトと

揺られて進みました。車窓の風景は北海道の釧路、

根室間で見られるような、いやそれを数倍、数十

倍した原生林が只々つづき、村一つ、家一軒ない

ところを進みました。夕方前になんとか到着。

　オクチャは人口２千人ほどの小さな集落で、買

い物も２軒の小規模なスーパーがあるぐらい。ホ

テルは一軒もなく、ゲストハウスとは名ばかりの

古い小屋にベッドと簡易シャワーがあるぐらい。

オクチャの中心から海岸沿いの工場まで車で40分。

しかし予想に反して工場は機械化され、水揚・搬

入から加工・凍結までコンベアのラインに乗って

おり、日本国内の古い工場よりもよほど進んでい

る印象でした。働いているのはロシア各地 ( シベ

リアが多いようですが ) から、７月から８月のサ

ケの漁期に出稼ぎに来ている人々。賃金は魅力的

であるようでした。この年はそれなりの豊漁で工

場への搬入も多く、温暖化の影響で日本国内のサ

ケの水揚げが激減するなか、ロシアは今後更に期

待される産地となって来ます。

　ゲストハウスの食堂での夕食は、賄いの女性がお

いしいボルシチを作ってくれまして、ワインで乾杯。

その後、水のチェイサーを飲みながら40度くらいの

ウォッカをチビチビ、チビチビ。つまみはそのま

ま食べたらポサポサでおいしくない黒パンに、大

きなボール一杯に入った味のついたイクラを、ス

プーンでたっぷりパンにぬり食べる。これが意外

に美味。ロシア人は日本人以上にイクラが大好き

なのです。なかなか出来ない面白い経験でした。



　 R L I（ R o t a r y	

Leadership	 Institute）

とはロータリー・リー

ダーシップ研究会のこ

とです。

　ロータリー・リー

ダーシップ研究会は質

の高いリーダーシップ

教育を通じてロータ

リークラブを強化するための、草の根の多地

区リーダーシップ開発プログラムです。但し、

RLI は RI の正式なプログラムではありません。

又、RI の管理下にもおかれていませんが RI が

承認している多地区合同のプログラムです。

　RLI の目的は将来クラブのリーダーシップを

進める事が出来る潜在能力を有するロータリ

アンを見出し、そのロータリアンに、奉仕組織

にとって重要なリーダーシップ技能と質の高い

教育を提供することが目的です。

　私たちがロータリアンとして成長し、充実し

た活動をするためには、ロータリアン一人一人

がロータリーを本当に理解し、自発的なモチ

ベーションを高め、コミュニケーションや活動

を活発にして、クラブの活性化につなげて行く

必要があります。

　そういった中で RLI はロータリアンの自主

性と卓越した指導性を涵養し、クラブの刷新性

と柔軟性を育て、ロータリーを活性化します。

　なお、本番の RLI は１日がかりのプログラ

ムで、例えばRLI	PART１は、「1. ロータリー

におけるリーダーシップ、2.奉仕プロジェクト

を創造する、3. ロータリー財団、4.倫理と職

業奉仕、5.会員の参加を促す、6.私のロータ

リー世界」という６セッションからなり、１セッ

ション50分間のディスカッションを行うという、

参加者にとってかなりつらい内容となります。

　本年はコロナ禍ということもあり、地区での

開催はできていませんが、この状況が落ち着き

ましたら、順次開催してまいりますので、ご興

味のある方はぜひご参加ください。

【卓　話】 RLI の手法を使ったロータリー財団について RI第2820地区 RLI委員長
長野　久嗣

11 月第３例会 司会　大崎委員例 会 報 告

◇ ゲスト紹介

地区ＲＬＩ委員　根本華誉氏（水戸西ＲＣ）

　　　〃　　　　石井浩一氏（水戸南ＲＣ）

　　　〃　　　　井坂陽子氏（水戸好文ＲＣ）

◇ 2019～2020年度「END POLIO NOW：

歴史をつくるカウントダウン」感謝状伝達

　内藤会長より高沢直前会長には、2019 ～

2020年度「END	POLIO	NOW：歴史をつくる

カウントダウン」感謝状が手渡されました。

ディスカッションリーダーの皆さん ディスカッション風景



◇ ポール・ハリス・フェロー認証状及び

ピン伝達

　内藤会長より吉原清寿会員には、ポール・ハ

リス・フェロー認証状及びピンが手渡されま

した。

◇ 米山功労者感謝状伝達

　内藤会長より石井隆志会員には、米山功労者

感謝状 (第13回 ) が手渡されました。

◇ 会長の時間

内藤会長

　コロナが全国的に蔓延してきました。各種イ

ベント・会合が軒並み中止になっています。今

週末28日に予定されていました第３分区 IM及

びチャリティ親睦ゴルフ大会も急遽中止となり

ました。名門宍戸ヒルズカントリークラブでの

ゴルフを私もエントリーしていただけに残念で

す。コロナの予防は５つです。①マスク　②検

温　③３密回避　④指先の消毒　⑤換気です。

くれぐれも自己防衛をお願いします。

　さて本日の卓話は地区 RLI委員会の皆さん

による「ロータリー財団について」です。今年

度会長方針に、ロータリー財団の原点を勉強し

自ら進んで寄付する水戸ＲＣにしたい、という

思いでお願いしたものです。私もしっかりと勉

強したいと思います。特にこのRLIは長野（久）

会員が地区委員長であり、ディスカッション

リーダーとして長野（久）会員・田中会員・成田

会員・横須賀（良）会員・川名会員・高貫会員・

二川会員の７名を数え地区内最大であります。

水戸ＲＣの大きな誇りです。また本日は水戸市

内からも水戸西ＲＣ根本華誉さん・水戸南ＲＣ

石井浩一さん・水戸好文ＲＣ井坂陽子さんの３

名が応援に駆けつけてくださいました。心より

御礼申し上げます。卓話では密を避けながらグ

ループワークをします。積極的な参加をお願い

いたします。最後に本日はミリオンダラーミー

ルです。ご理解のほどよろしくお願い申し上げ

まして会長の時間を終わります。

◇ 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 81名 39名 72.32%

前週訂正出席率　82.30%

◇メークアップ

11/3	 　陸前高田ＲＣ　秋山　現信

11/20	　水戸南ＲＣ　　富田　敬子

	 　北海道2500ＲＥＣ　原口　哲也

11/22	　北海道2500ＲＥＣ　藤本　淳

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

根本会員（水戸西ＲＣ）……初めて水戸ＲＣに

お邪魔します。名刺代わりのニコニコです。

井坂会員（水戸好文ＲＣ）……今日はディスカッ

ションリーダーとして参りました。どうぞ宜

しくお願いします。

内藤会員……本日、ＲＬＩディスカッション

リーダーの皆様よろしくお願い致します。

加藤会員……茨城日産の社会人野球を立ち上げ

ます。ご声援をお願いします。

寺門会員……日本でも「ワクチン開発」が進む

事を祈念して。

本日の合計 ５件 26,000円

11 月の合計 34件 196,000円

累　計 213件 1,195,000円

◇ 財団ＢＯＸ

石井　隆志会員……財団の友献金

（第８回）＄100		10,400円	（累計		＄5,800）

髙原　　裕会員……財団の友献金

（第１回）＄100		10,400円	（累計		＄5,100）

川﨑　　洋会員……財団の友献金

（第10回）＄100		10,400円	（累計		＄3,000）

櫻場　誠二会員……財団の友献金

（第２回）＄100		10,400円	（累計		＄2,200）

任田　正史会員……財団の友献金

（第１回）＄100		10,400円	（累計		＄2,100）

山口　政美会員……財団の友献金

（第９回）＄100		10,400円	（累計　	＄900）



例　会　予　告

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

１２月１５日（火）
―イニシエーションスピーチ―
卓話「我が生い立ちとうまい樽生ビールについて」

渡辺　孝幸	会員

１２月２２日（火）
卓話「電話相談活動の現状」

茨城いのちの電話
水戸事務局長　平野美和子	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。……

藤本　　淳会員……財団の友献金

（第７回）＄100		10,400円	（累計	　＄700）

石川　真二会員……財団の友献金

（第２回）＄100		10,400円	（累計　	＄200）

奥野　康作会員……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

櫻場　誠二会員……米山功労者献金（第８回）

　　　　　　10,000円　	（累計　280,000円）

この計 １件 10,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．12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　12月１日㈫　11：30

　　ところ　例会場（三の丸ホテル）

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）退会会員について

　　　　　　３）2021～2022年度役員・理事

（案）について

　　　　　　４）2023～2024年度ガバナーノ

ミニーデジグネートについて

　　　　　　５）新年家族会について

　　　　　　６）12月・１月例会プログラムに

ついて

　　　　　　７）会計報告

　　　　　　８）その他

２．第５回創立70周年実行委員会が開催され

ます。

　　と　き　11月24日㈫　18：30

　　ところ　茨城県総合福祉会館　中研修室

　　　　　　　水戸市千波町1918

　　　　　　　ＴＥＬ　244-4545

　　議　題　各委員会の進捗状況について

３．My	ROTARY担当者セミナーが開催され

ます。

　　と　き　11月29日㈰　10：00～12：00

　　ところ　オンライン Zoom会議室

　　参加者　白田　礼治	副幹事

４．近隣クラブ例会場日時臨時変更及び休会の

お知らせ

　　水戸西ＲＣ　11月25日㈬

　　　―定款第７条第１節により休会―

　　水戸東ＲＣ　11月26日㈭

　　　―定款第７条第１節により休会―

　　水戸南ＲＣ　11月27日㈮

　　　18：30　→　12：30

　　水戸さくらＲＣ　11月30日㈪

　　　―定款第７条第１節により休会―

　ドレスコードの厳しい名門ゴルフ場と

かけて、飛行機のサブパイロットととき

ます。

そのこころは、

　どちらも　フクソウジュウシ

　（服装重視・

　　副操縦士）

　　　　でしょう。

●今週のなぞかけ。●


