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　松山英樹プロが日本男子プロとして初め

て海外メジャー「マスターズ」を制した。

2011年に東北福祉大2年生でアマチュアとし

て出場して日本人初のベストアマチュアを獲

得し、震災直後の東北に明るい話題を提供し

てくれた頃から応援している男子プロなので、

今回の「マスターズ優勝」は本当に感動し、

松山英樹プロを誇りに思えた。

　しかし今回の感動は優勝したことだけでは

なく、キャディの「早藤将太さん」が最終ホー

ルのピンをカップに挿した後に日本人らしく

帽子を取ってコースに『一礼』を行った「日

本の礼儀」と「コースへの敬意」に対して世

界各国から称賛を得たことも優勝と同じくら

い誇らしく思える行動であり、2018年サッ

カーＷ杯で日本人サポーターが観客席に散ら

かったゴミを拾う姿に世界中から称賛を浴び

たことを思い出した。日本ではラウンド前後

にコースへ向けて一礼するゴルファーや、他

のスポーツにおいても運動場へ一礼する姿は

必ずしも珍しくないことだが、他国の人から

見ると日本人の行動はとても新鮮で礼儀正し

く映るのかもしれない。

　海外で災害や社会不安の状況が起こると住

民が暴徒化したり、略奪行為に走ったりする

ニュースに触れることが多いが、日本ではど

んなにひどい災害が起きたとしても略奪行為

が発生する事はまずない。それどころか避難

所の炊出しや支援物資配給を受ける場合には

静かに列を作り順番を待つ、更には高齢者や

弱者を優先し「譲り合う」「助け合う」とい

う気持ちを示し行動する。この事を考えると

日本人として生まれ育った事に心底感謝した

いと思う。

　日本は個人の都合よりも『道徳』を重んじ

る文化が浸透している国であることを、今年の

マスターズではあらためて感じることができた。
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　現在私は水戸市内に

単身赴任をしており今

年で12年目になります。

家族は妻と長男が千葉

県我孫子市におります。

出身は大阪の箕面で紅

葉、滝が有名な町です。

箕面を代表する紅葉の

天ぷらは1300年前か

らあり小麦粉にゴマ、砂糖を加え菜種油で揚げ

たお菓子です。

　勝尾寺は後醍醐天皇が沖の島に流される前に

身を潜めていたと言われています。瀧安寺は飛

鳥時代に開かれたもので、日本４弁財天として

知られています。修行僧として空海、円珍、日

蓮がいます。ここは「富み札」現在の「宝くじ」

の発祥地として有名で江戸時代初期「箕面富」

として木箱の中の札を錐で突き刺して幸運を当

てるもので宝くじの起源と言われています。約

950年前には存在していたようで身体健勝・商

売繁盛にご利益があり「福富」と呼ばれ江戸時

代には「箕面富」の福を求める参拝者がいたよ

うです。

　地元の公立高校を卒業後、同志社大学に入学

し体育会ヨット部に入部しました。私が乗って

いたのは２人乗りディンギーです。セールを引

き込んで傾く艇体を自らの体重でフラットにし

てスピードに変えます。腕立て伏せや腹筋を毎

日300回以上しておりました。私の大学はイン

カレ（全日本学生選手権）で常に上位入賞する

強豪チームで、これまで開催された85回中26

回優勝しております。真冬でも琵琶湖で過酷な

練習をしており、全日本インカレでは強風だろ

うが大波やうねりも怖くありません。私は２回

生の時に４回生の主将のペアに選ばれエース艇

に乗りました。常に高レベルを求められ少しの

ミスでも怒鳴られ蹴られました。春にペアを組

み夏には息もピッタリ合い８月の全日本インカ

レで個人７位、団体戦で準優勝しました。９月

に奈良で開催された「第39回若草国体」では

京都代表として国体出場し「ヨット成年男子の

部」で優勝しました。その後11月に福岡開催

された全日本選手権（国内最高峰のヨットレー

ス）で３位入賞しました。１位オリンピック選

手、２位プロで前年全日本チャンピオン、そし

て学生だった我々が３位というのは快挙で当時

日本ヨット界を騒がせました。３回生、４回生

では全日本インカレの団体戦で優勝し２年連続

の全日本学生チャンピオンになりました。

　大学卒業後は住友海上に入社しました。会社

のヨット部に入部し江の島で開催された「全日

本実業団」ヨットレースに参加したところいき

なり３位に入賞しました。会社も驚いてそれま

での同好会から実業団で勝つことを目標にした

レーシングチームへと変わっていきました。昨

年は開催できませんでしたが当社ヨット部は

2005年から全日本実業団ヨット大会で15連覇

しています。学生時代、実業団でもヨットで日

本一となりました。今年10月に開催されれば

16連覇に挑戦することになります。

　余談ですが逗子マリーナにいた時「光進丸」

が入港しており加山雄三さんに手招きされて憧

れの「光進丸」に乗せていただき握手した２

ショット写真を披露させて頂きます。10月下

旬でしたが当時77歳の加山さんはアロハシャ

ツ１枚でした。さすが若大将です。

　自己紹介はこれぐらいにして仕事についてお

話しします。三井海上と住友海上が合併して今

年で20年になります。これまで開発された保

険商品は数百に上ります。あらゆるリスクと向

き合い事故や災害にあったお客様の再起の力と

なることで「社会との共通価値の創造（ＣＳＶ）」

に取組んできました。しかし不確実性が高まり

事故や災害による被害が多発する時代において

保険会社はこれまで以上に社会の課題を認識し

て解決に取組むことが使命であると考えます。

２年前より SDGs のバッジをつけております。

これは損害保険との親和性が高いからです。大

規模な自然災害が頻発する中13番目の目標（気

候変動対策）について保険会社だからこそでき

る課題解決策、自然災害の予防や災害からの迅

速な回復を支援する商品やサービスを提供する

ことで、企業のリスクを軽減することに取組ん

でおります。

【卓　話】 ヨットで日本一に 岡本　圭司	会員（損害保険業）



４月第４例会 司会　篠田委員例 会 報 告

◇ 新会員紹介

◦細井　伸二（生命保険業）S39.5.11生

　大樹生命保険㈱	茨城支社　支社長

　ご紹介いただきました細井

です。本日より歴史と伝統あ

る水戸ロータリークラブに入

会させていただく事になりま

した。会員として頑張ってま

いりたいと思います。ロータ

リークラブには以前十数年前に一度入会をさせ

ていただいて活動をしておりましたが、それ以

降ロータリークラブでの活動はしてまいりま

せんでしたので、まったくの初心者となります。

これからは皆様にご指導をいただきながら積極

的に活動をしてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

（推薦者　豊﨑（繁）会員・成田会員）

◇ 会長の時間

内藤会長

　本日の例会は、コロナ対策として食事なし

の短縮で開催し、帰りにお弁当をお渡ししま

す。何ともやるせない日々ですが今が我慢のし

どころです。よろしくお願いいたします。さて

大樹生命の細井伸二さん、ご入会おめでとうご

ざいます。富山でロータリーのご経験があると

いうことで大変頼もしく、ご活躍をご期待申し

上げます。さて先週の卓話は、急遽お願いしま

した高尾会員、お忙しいところご対応いただき

大変ありがとうございました。ソーシャルディ

スタンスからフィジカルディスタンスへ。そし

てコロナ禍でも大切なことは「４つのテスト」

と、素晴らしい卓話でした。さて、ロータリー

財団及び米山奨学寄付の受付が、決算の都合上

５月いっぱいとなります。今日を含めてあと４

回しかありません。どうぞご協力の程よろしく

お願い申し上げます。詳細は、後程香嶋幹事よ

り報告いたします。いよいよゴールデンウィー

クに入り、次の例会は５/11からです。状況に

よっては今日の形式が継続になるかもしれませ

ん。また今後の例会開催についても、水戸市の

罹患状況・知事の対応等を勘案し迅速に判断し

ご連絡いたします。どうかくれぐれもご自愛く

ださい。ありがとうございました。

◇ 出席報告

後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

116名 80名 36名 75.47%

前週訂正出席率　79.63%

◇メークアップ

4/20	 　北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

4/21	 　東京米山ＲＥＣ2750　石井　隆志

4/26	 　水戸さくらＲＣ

　　　　　牧　　厚志、亀山　昌美

4/27	 　北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

細井会員……本日よりよろしくお願い致します。

内藤会員……細井さん、ご入会おめでとうござ

います。

豊﨑（繁）会員……細井さんをよろしくお願いし

ます。

岡本会員……本日、卓話の機会をいただきあり

がとうございます。しっかりお話させていた

だきます。

石島会員……孫が薬剤師になり働き始めました。

大久保会員……コロナ禍に打ち勝ちましょう！

白田会員・篠﨑会員・荒川会員……コロナに負

けずに頑張りましょう。

寺門会員……コロナを忘れさせてくれる薫風に

感謝。

照沼会員……米山もよろしくお願いします。

吉原会員……ゴルフ優勝しました。

亀山会員……ニコニコ追い込みです。

久保田会員……GWは巣籠りをしたいと思いま

す。皆様、お身体に気を付けて下さいませ。

秀会員……目標達成しました。さらに頑張り

ます。

篠田会員……本日司会です。よろしくお願いし

ます。



眞﨑・山中・吉井事務局員……少し遅れました

が先月の創立70周年記念例会おめでとうご

ざいました。素晴らしい記念品ありがとうご

ざいました。内藤会長より、しわ（４×８）

は32本消えると言われました。

本日の合計 17件 105,000円

３月の合計 45件 260,000円

４月の合計 87件 526,000円

累　計 389件 　2,221,000円

◇ 財団ＢＯＸ

内藤　　学会員……財団の友献金

（第10回）＄100		11,000円	（累計		＄4,000）

照沼　重輝会員……財団の友献金

（第２回）＄100		11,000円	（累計		＄2,200）

神尾圭太郎会員……財団の友献金

（第８回）＄100		11,000円	（累計　	＄800）

この計 ３件 33,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．新会員所属委員会は下記の通りです。

　　中條　太志	会員……会場委員会

　　細井　伸二	会員……ニコニコBOX委員会

２．５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致します。

　と　き　５月11日㈫　11：30

　ところ　ホテル	テラスザガーデン	水戸

　議　題　１）新会員候補者審議について

　　　　　２）コロナウイルスに関する出席免

　　　　　　　除について

　　　　　３）創立70周年記念例会収支状況報告

　　　　　４）高等特別支援学校支援について

　　　　　５）特別支援学校アンケートについて

　　　　　６）千波湖市民ビオトープ造成計画

　　　　　　　について

　　　　　７）５月・６月例会プログラムについて

　　　　　８）会計報告

　　　　　９）その他

３．ロータリー財団寄付及び米山奨学寄付の受

付は、決算の都合もございますので５月25

日㈫の例会までとなっております。この機会

に最後のご寄付を宜しくお願いいたします。

　　尚、ニコニコ BOX は６月最終例会まで受

け付けております。

　　ロータリー財団寄付状況は、現在、年次寄

付＄10,700、目標は＄14,040です。後＄3,340

で達成。ポリオ寄付は、目標＄2,160に対し

現在＄2,500で達成。ベネファクターは１名

にて達成。

　　米山奨学寄付は、現在、2,060,000円、目

標は2,700,000円です。後640,000円で達成

します。ロータリー財団寄付及び米山奨学寄

付を今年度献金されていない会員の方、二回

目の献金の会員の方、ご献金宜しくお願い致

します。

４．近隣クラブ例会日時・場所臨時変更及び休

会のお知らせ。

　　水戸南ＲＣ　５月７日㈮

　　　―定款第７条第１節により休会―

　　水戸東ＲＣ　５月13日㈭の例会を

　　　８日㈯　８：00　於	水戸市総合運動公園

ローハンディのゴルファーとかけて

熟年離婚とときます。

その心はどちらも　長い年月をかけて

シングルとなりました。

●今週の謎かけ ゴルフシリーズ③●

例　会　予　告

５月１８日（火）
―イニシエーションスピーチ―
卓話「一期一会を大切に」

　　　　　　　　　小川　一路	会員

５月２５日（火）
卓話「水戸市の教育行政について」

水戸市教育長　志田　晴美	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。……


