
「箱根駅伝」を現地で応援して

関口　泰久（損害保険業）
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　私の正月三が日は、初詣以外は殆ど外出せず、

１日は「ニューイヤー駅伝」、２日・３日は「箱

根駅伝」をテレビで応援しながら、食べて飲んで

寝ての寝正月である。

　ところが、今年の１月２日、私は早朝6:30に東

京丸の内にいた。26年ぶりに箱根駅伝本戦に出場

する「筑波大学」をスタート付近で応援するため

だ。私の母校「白雲なびく駿河台～♪」のＭ大学

も予選会を通過し本戦出場を決めていたことから、

今年は母校と筑波大学の両校をテレビで応援する

つもりでいたが、ある日事態は一変した。予選会

終了後、永田学長とお会いする機会があり祝意を

お伝えしたところ「是非、応援して！」との一言

があり、私も同席した社員も「もちろん応援しま

すよ！」と即応。結果後日、同校事務局の方から

「応援ありがとうございます。幟（のぼり）を用

意しましたので取りに来てください！」とのご連

絡がありビックリ。私の自宅は東京のため「今年

は初めて大手町まで行って応援するか！」と考え

ていたが、幟の本数が10本あることが分かり、「何

としても10名集めて、お預かりした幟10本を掲

げて応援しなければ！」と筑波大学の一員として

の感覚へ一気に変わった。正直「正月早々、つく

ばや水戸の社員が東京大手町へ10名も集まるの

か？」との不安もあったが、当日は社員の家族も

含めて13名が集まり、筑波大学カラーのブルーの

幟を掲げ声援を送ることができた。

　今回貴重な機会を得て強く感じたことは、本物

に触れる大切さである。箱根駅伝当日の大手町周

辺では、各大学の応援団が場所を確保し団旗を掲

げ、チアリーダーも含めて、激しい応援合戦が繰

り広げられ、歩道には人がごった返し前に進めな

いほど賑わっている。目の前を通過する選手のス

ピードと迫力も私の想像を遥かに超えていた。長

距離選手は小柄で細身との印象が私にはあった

が、身長180cm前後の選手も多く、筋肉がしっ

かり付いた逞しい体をしていた。また、幟を見た

方から「幟と写真を撮らせて欲しい。」と頼まれ、

ＯＢと思しき方から「応援ありがとう。頼んだ

ぞ！」と何度も声を掛けられる場面があり、筑波

大学ファンの多さも実感でき、テレビでは味わえ

ない素晴らしい経験をすることが出来た。

　実は、丸の内での応援後、急遽ＪＲ東海道線に

乗って選手を先回りし、戸塚中継所付近で２度目

の声援を送ったほど、朝からの数時間で箱根駅伝

の素晴らしさにすっかり魅了されてしまった。ま

た、戸塚では、筑波大学ＯＢの吉田豊元会員がご

家族で声援を送っているところに遭遇し盛り上が

るなど、更に思い出深い一日となった。来年も非

常に楽しみである。



◇ 職業奉仕委員会

委員長　小櫃　重秀

　職業奉仕とは、倫理奉仕運

動です。商道徳に恥じない、

また人の道に恥じない精神を

養い、人を育てる奉仕活動が

職業奉仕であると考えており

ます。そういった意味ではよ

く言われるように、職業倫理を高める活動は職

業奉仕委員会の大きな柱だと思っております。

　「自己の職業上の才能を捧げて、青少年に機会

を開き、他社の特別なニーズに応え地域社会の

生活の質を高めること」つまり、それぞれの職

業や事業所、会社、企業を通じて地域社会に貢

献することも一つの職業奉仕であると考えます。

　そのような観点から、本年度の職業奉仕委員

会では、昨年度までの活動を継続する一方で、

この新型コロナウイルス感染症の心配が広がる

中でどのような事ができるかを考えていきたい

と思っております。具体的には以下のような活

動をして参ります。

　・ビジネスフェイスシートの改訂

　・社会奉仕委員会に協力して、特別支援学校

　　の就労支援

　・高校生職場体験プログラムの実施

　・職場訪問の計画及び実施

　どうぞよろしくお願いいたします。

◇ 社会奉仕委員会

委員長　長野　久嗣

　本年、社会奉仕員会では次

のような事業を行います。

１．本年、内藤会長の重点項

目と目標にあったように、奉

仕活動の中で地域の環境問題

にロータリークラブが関わる

ことは重要です。水戸市が後援し、水戸市内全

部のロータリークラブやライオンズクラブなど、

24団体が参加する千波湖水質浄化推進協会の

提唱者である水戸ＲＣは、本年も水質改善や生

物多様性の実現を目指した様々な活動を応援し

ます。

２．昨年度、就職支援協定を茨城県立水戸特別

支援学校から茨城県立水戸高等特別支援学校に

変更をしました。昨年度、コロナ禍のため実施

できなかった、水戸ＲＣ会員企業での障害者雇

用や現場実習受入予定等の情報の提供を行いま

す。また、本協定に基づき障害児の就業支援の

ため、県費で支出することができない物品や教

材の購入を支援致します。

３．本年、水戸ＲＣは70周年を迎えます。そ

の際の記念事業にふさわしい、社会奉仕の事業

を計画中です。

　ぜひ本年度の社会奉仕委員会に皆様のご協力

をお願い致します。

◇ 国際奉仕委員会

委員長　荻原　　武

　新型コロナウィルス感染状

況が先行き不透明な中、国際奉

仕委員会としてどの様な活動

が出来るのか、注意しながら検

討していきたいと思います。

　ベトナム・ホーチミン周辺

の貧困地区小学校への支援は、2013年から本

年度で８年目を迎えます。

　ハノイやホーチミンといった大都市とわずか

数時間の距離ではあっても、まだまだ貧困地区

は多く、通学に係る環境も含め教育現場は日本

から見ると大きく異なり、劣悪といえる状況に

あります。

　水戸ＲＣとしましては、2010年に米山奨

学生としてお世話をしたアンさんの所属する

現地ボランティア団体である「Warm	Wind	

Society」との連携による、文房具の支援と９

月の中秋祭協力（ボランティア参加）および通

学路にあたる橋の建設を通して、わずかではあ

りますが子供達への支援を行ってきました。

　本年度内藤会長方針にもありますように、「新

しい青少年支援活動・未来貢献」の達成に向けて、

本年も同様に教育支援とその環境整備、更には新

たな未来貢献を考えた活動を行ってまいります。

　第2820地区ロータリー財団地区補助金の申

請をすでに行っておりますが、昨年から５万円

【卓　話】 新 年 度 委 員 会 活 動 計 画



◇ 会長の時間

　皆さんこんにちは。先週19日（日）に第

2820地区クラブ奉仕研究会・会員増強セミナー

が初のｚｏｏｍ会議で開催されました。水戸Ｒ

Ｃからは岡崎会長エレクト・山口会員増強委員

長・藤田公共イメージ向上委員長と私・香嶋幹

事の５名で参加しました。印象的だった点のみ

報告します。まず第2820地区の会員数につい

て。現在1885名で、すでにスタートから70名

が退会しているという危機的状況であるという

ことでした。朗報としては、昨年度のロータリー

賞の受賞クラブがなんと地区内100％達成で全

国34地区、初の快挙だそうです。また、ポリ

オについてもナイジェリアが３年間発生０で達

成、残りはパキスタンとアフガニスタンの２か

国のみになったそうです。セミナーの内容は省

略しますが、いずれも水戸ＲＣは高い水準で推

移しているものの一部改善の余地があると感じ

ました。各委員長と個別に相談し具体的に動き

ます。特に来月は「会員増強・新クラブ結成推

進月間」です。皆さんからの情報をお願い致し

ます。皆さん、茨城新聞の毎週水曜日に「ロー

タリー情報館」が15年間掲載されていること

はご存知のことと思います。今回その説明に、

わが水戸ＲＣから地区公共イメージ委員会に出

向されている、荒川繁美会員が堂々たるプレゼ

ンをされました。最後に昨日、第１回水戸市内

６ＲＣ会長・幹事会が開催され、今年の合同例

会はコロナを鑑み中止と決定しましたことをご

報告申し上げ、会長の時間といたします。

◇ 出席報告

石島委員

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

108名 66名 42名 66.00%

前　週訂正出席率　73.08%

前々週訂正出席率　78.85%

◇メークアップ

6/8　	青少年交換委員会　　沼田　元良

7/5　	第５回全国青少年交換委員長・全国危機

　　　管理委員長合同会議　沼田　元良

7/10		東京米山ＲＥＣ2750　秋山　現信

7/14		日本ＲＥＣ2650　　 関口　泰久

7/18		青少年奉仕委員会

　　　　井上　壽博、高貫　　修、沼田　元良

　　　　齊藤　佳昭、安　　圭一

7/19		クラブ奉仕研究会

　　　　内藤　　学、香嶋　　貴、岡﨑恵一郎

　　　　山口　晃平、荒川　繁美、藤田　卓也

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

長野会員……本日卓話です。社会奉仕委員会を

宜しくお願い致します。

小櫃会員……１年間宜しくお願い致します。

荻原会員……ベトナムの子供達へ文房具協賛を

よろしくお願いします。

鯉沼会員……会場委員会委員長として、一年間

皆様のご協力を宜しくお願い致します。

武藤会員……先週弊社事業所２箇所で２名の

陽性判定がありました。水戸ＲＣや県民の皆

様にご不安・ご心配をおかけして申し訳あり

ません。その後、濃厚接触者を含め30名の

PCR 検査を実施しましたが、全員陰性でし

た。当面の間出席は見合わせる所存ですので、

ご理解いただけます様お願い申し上げます。

川﨑（隆）会員……内藤会長、香嶋幹事よろしく

お願いします。

関口会員……今年度もよろしくお願いします。

豊﨑（繁）会員……妻の誕生祝い。

７月第３例会 司会　本島委員例 会 報 告

ほど増額の申請をさせて頂いております。この

増額分を現地の子供への未来貢献として実施し

てまいります。

　新型コロナウィルス感染状況を見ながらです

が、対策優秀国であるベトナムの中秋祭に間に

合えば、訪越協力したいですし、状況によって

は、その後の橋梁竣工式にでも訪越しＷＷＳと

の協力懇親を持ちたいと考えております。



関会員・荒川会員……妻の誕生祝いをありがと

うございます。

秋葉会員……奥様への誕生日プレゼントありが

とうございました。

本日の合計 11件 75,000円

◇ 財団ＢＯＸ

石島　弘之会員……財団の友献金（ポリオプラス）

（第５回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄7,500）

井上　壽博会員……財団の友献金

（第７回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄4,781.33）

内藤　　学会員……財団の友献金

（第７回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　＄3,700）

関　　　優会員……財団の友献金

（第４回）　　　＄100	 10,700円　

	 （累計　		＄400）

この計 ４件 42,800円

◇ 米山ＢＯＸ（7/14扱）

川名　信博会員……米山功労者献金（第３回）

　　　　　　10,000円	 （累計　330,000円）

内藤　　学会員……米山功労者献金（第10回）

　　　　　　10,000円　	（累計　300,000円）

任田　正史会員……米山功労者献金（第２回）

　　　　　　10,000円	 （累計　220,000円）

この計 ３件 30,000円

◇ 米山ＢＯＸ（7/21扱）

井上　壽博会員……米山功労者献金（第８回）

　　　　　　10,000円	 （累計　780,000円）

砂押　憲正会員……米山功労者献金（第５回）

　　　　　　10,000円　	（累計　550,000円）

谷川　好一会員……米山功労者献金（第８回）

　　　　　　10,000円	 （累計　180,000円）

藤田　卓也会員……米山功労者献金（第１回）

　　　　　　10,000円　	（累計　110,000円）

関　　　優会員……準米山功労者献金（第５回）

　　　　　　10,000円	 （累計　50,000円）

この計 ５件 50,000円

◇ ７月定例理事会報告

　７月定例理事会が開催されました。

　　と　き　７月７日㈫　11：30

　　ところ　三の丸ホテル

　　議　題　１）新会員候補者審議について

　　　　　　２）委員会編成について

　　　　　　３）予算（案）について

　　　　　　４）納涼家族例会について

　　　　　　５）国際奉仕委員会ベトナム訪問

　　　　　　　　について

　　　　　　６）ローターアクト決算・事業報

　　　　　　　　告について

　　　　　　７）ローターアクト予算・事業計

　　　　　　　　画について

　　　　　　８）７月・８月例会プログラムに

　　　　　　　　ついて

　　　　　　９）その他

例　会　予　告

８月４日（火）	 於　三の丸ホテル
卓話「国際協議会についての報告」

但野実穂子	直前ＲＡ地区代表
青木　菜摘	水戸ＲＡＣ会長

８月 1１日（火）
―定款第 7条第 1節により休会―

８月１８日（火）	 於　大洗山口楼
卓話「新型コロナウイルス撲滅祈願

＆雅楽の夕べ」

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。……

　藤井聡太７段とかけて、事件現場に颯爽

と駆けつける刑事とときます。その心は。

　どちらも、キセイセン（棋聖戦・規制線）

を突破する姿が素敵です。

●今週のなぞかけ。●


