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　職業柄、毎日就学前の乳幼児と関わる事が

多いのですが、ふとした時に自分が同じくら

いの年齢の時ってどんな感じだったのだろう

と考える事があります。自分自身が何となく

覚えている記憶というのは、せいぜい４，５

歳くらいの頃からだと思います。大体それく

らいが普通だとすると、今自分が仕事として

関わっている子供達、特に赤ちゃんから２歳

３歳くらいの子供達はほとんど毎日の生活の

記憶は無く、両親や周りの人たち、そして私

のように幼児教育に関わる者にとっては、何

となく寂しいような、理不尽さを感じる気も

します。幼少期の記憶ってどこにいってし

まっているのでしょう。その時期の記憶が

残っていれば両親をはじめ多くの方達から注

がれた愛情をもっと感じる事ができ、人間形

成にもっと良い影響があったのではないかと

も思います。人間の脳は記憶を消去しながら

上書きを繰り返し、成長をしていくものなの

でしょうか。

　一方では世界にはとんでもない記憶力を持

つ人もいます。母親のお腹の中にいた時の記

憶があるような話をする人や生後間もない頃

の記憶が残っている方がいるのを聞いた事が

あります。ホントなの？と首をかしげてしま

いますが、本当だとすると特殊能力の持ち主

なのか、生まれつき脳の仕組みが何か他とは

違うのか、何らかの努力でそうなったのか、

育ってきた環境で違いが出るのかと疑問を持

ちます。だいぶ昔の話になりますが、日本で

もヒットした映画で「レインマン」という映

画や、元 SMAP の中居正弘さんがドラマで

演じた役で、サヴァン症候群という症状を持

つ方の事を知りました。一般人には理解でき

ない特殊能力を持つ方が世界中には少なから

ず存在するわけですが、このような方達の頭

の中にある「記憶」というのはどのように蓄

積されているのか大変興味があります。私に

は当然理解はできないと思いますが・・・。

　人間の一生、限られた時間の記憶を楽しく

うれしい事で満たせるように過ごせると良い

なと思います。



　この年度末の押し迫っ

た時期にロータリー親

睦活動月間というの

は理解に苦しむところ

ではありますが、それ

だけロータリークラブ

にとって親睦が大切だ

ということと受け止め、

残り１か月ですがクラ

ブ内の親睦を図るために尽くしてまいりたいと

思っております。

　また、今年の親睦活動委員会は何をしている

のかと、特に新会員の方などは分からない方も

いるでしょうから、ご説明するには丁度良い機

会でもありますので、親睦活動委員会の今年度

の活動についてご報告をさせて頂きたいと思い

ます。

　親睦活動委員会とはなんぞやと申しますと、

会員相互の親睦を深めるために、いろいろな企

画や懇親会を通して様々な場を提供し運営する

為の委員会であります。

　まず年度初めの大きなイベントの一つとして

昨年の８月18日に大洗山口楼での「納涼家族

会」ですが、テーマを『新型コロナウイルス撲

滅祈願＆雅楽の夕べ』として企画をさせて頂き

ましたが、ご存じの通り８月中旬はコロナ禍が

収まらない状況でもあり、会員とご家族の保健

衛生を鑑み、やむなく中止と致しました。

　また今年度は親睦活動委員会の目玉として夜

の親睦会、「絆の会」を毎月開催し内藤会長を

盛り上げ、会員同士の友情と絆を深めたいと考

えておりました。

　というのも、今から10年前の2011年３月11

日におこりました、東日本大震災の年の７月か

ら川﨑（洋）年度が始まり私が幹事をさせて頂い

た時の親睦活動委員長が今年度の内藤会長です。

震災で世の中が疲弊しているなかで、多くの家

庭集会を企画していただきクラブを盛り上げて

頂いたことに、大変感謝しておりましたので、

その恩返しとして今年度、親睦活動委員長をお

引き受けさせて頂いた次第です。年度初めから

９月までは、コロナ感染も心配されることから

自粛しておりましたが、10月６日にやっと第

１回目の『絆の会』を額賀会員の「青藍」にて

開催する事ができ、３蜜を避け厳重なコロナ対

策のもと、それぞれの高い感染防止意識の協力

もあり50名の会員の皆様にご参集いただき大

変有意義な時間を持つことができました。ご参

加いただいた皆様にはあらためて御礼申し上げ

ます。本当にありがとうございました。当日は

フェイスシールドを配って感染対策をしました

が、それも長くは続かず乾杯の後は３蜜どころ

か５蜜ぐらいになってしまい、今さらながらク

ラスターが発生しなくて本当に良かったと思っ

ております。

　続いて計画したのが11月の草津への親睦旅

行です。茨城交通の任田社長を、スーパー添乗

員として、ラグジュアリーでセレブリティ溢れ

る、豪華バスにて日本を代表する温泉地・草津

に向かいゆっくりと温泉につかりコロナ疲れを

癒す旅を計画いたしましたが、これもまた中止

に追い込まれました。

　年が明けまして、１月に、言わずと知れた水

戸ロータリークラブ名物の山口楼本店を借り

切っての「新年家族会」、こちらも記憶に新し

いかと思いますがまたまた発令された、「緊急

事態宣言」により、とん挫。急遽、「東照宮」

で宮本宮司のもと合同祈願と笑いでコロナを吹

き飛ばそうとの思いで噺家の柳家小んぶ氏に卓

話をお願いして開催への変更を上程いたしまし

たが、またまたコロナに屈する形となってしま

いました。

　私もいろんな理事会に出ておりますが４回上

程をしてなんとか承認されたのに、３回も取り

下げるという初めての辛い経験をさせて頂きま

した。ご説明の通り、今年の親睦活動はコロナ

によくよく翻弄された一年となってしまってお

りますが、まだひと月あります。本日、ご案内

をお配りしましたが来る６月26日、最後の最

後に全身全霊を傾け今年度最後の「絆の会」を

開催したく鋭意計画を進めておりますので是非、

お楽しみにお待ちいただければ幸いです。

　ここでちょっとだけまじめな話をさせて頂き

ます。

【卓　話】 ロータリー親睦活動月間に因んで 横須賀良一	親睦活動委員長



６月第１例会 司会　鈴木（直）委員例 会 報 告

◇ マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ピン伝達

　内藤会長より、横須賀満夫会員にはマルチプ

ル・ポール・ハリス・フェローピン（第５回）、

香嶋　　貴会員には（第１回）が手渡され、内

藤　　学会員には高沢直前会長より（第３回）

が手渡されました。

◇ 地区大会表彰

　内藤会長より、米山記念奨学会部門2019～

2020年度寄付金総額第３位の感謝状が披露さ

れました。

　また、横須賀満夫会員には在籍40年以上会

員の感謝状が手渡されました。加藤　啓進会員

には後日手渡されます。

◇ 会長の時間

内藤会長

　私の年度もいよいよ最終月です。あとひと月

よろしくお願いいたします。先ほど地区大会表

彰がありました。RI表彰では昨年度高沢会長

年度が RI会長賞の最高峰プラチナを受賞され

ています。改めてご報告いたします。そして在

籍40年以上表彰の加藤啓進会員、横須賀満夫

　会員の皆様には、当然、ご承知のこととは

思いますがロータリーの目的について今一度

私のほうからお話しさせていただきたいと思い

ます。

　ロータリー活動の二本の柱は「親睦と奉仕」

ということは、ここにいらっしゃるメンバーの

皆様におかれましてはご存じのことと思います

が、例会を含めたすべてのロータリー活動は親

睦を図るために行われ、親睦を通して友愛、友

情、信頼、が築かれそれによって高められたク

ラブとメンバー相互の活力を奉仕と仕事に活か

す、というのがロータリークラブのありかた

です。

　家庭や地域社会、職場、国際社会において我々

は様々な奉仕を行ってまいりますが、その根底

にあるのは、メンバー同士の繋がり＝絆にある

と考えております。

　その一助となるべく、親睦活動委員会が存在

し、様々な機会をとらえて皆様がより深く相手

を知り、信頼の輪を広げるための、お手伝いを

させていただいております。ロータリーハンド

ブックを紐解きますと親睦活動委員会とは「会

員間の知り合いと、友誼（ゆうぎ）を増進し、

用意されたロータリーのレクリエーション及び、

社交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラ

ブの一般目的の遂行上会長または理事会が課す

る任務を果たすものとする」とございます。

　当クラブにおいての任務をかみくだいて言い

ますと「納涼家族会」「親睦旅行」「新年家族

会」そして、今年度は「絆の会」を計画し数々

の憂き目を味わってまいりましたが、切っても

切れないこの「親睦と奉仕」の二つの目的のた

め、コロナに負けない親睦の在り方を、例会な

どを通して模索してまいりました。その、最後

の締めくくりとして、６月26日の、第２回「絆

の会」は、重要な役割を果たしてくれると考え

ております。今回のテーマは「内藤会長・香嶋

幹事ありがとう」とさせて頂きました。現在の

水戸ロータリークラブの活動は、70年の歴史

と伝統がありますが、当該年度の会長幹事の身

を削ってのクラブ運営にあります。

　まさに持てるすべてを水戸ロータリークラブ

に捧げつくして我々会員を導いてくださった会

長幹事に対して、「お疲れ様でした、お世話に

なりました」だけではなく、人として、水戸ロー

タリークラブのメンバー一人一人がこのコロナ

禍で獅子奮迅の活躍をされた会場幹事に、感謝

の思いを伝え、「頑張ってよかった！」と思っ

ていただけるよう、送り出そうではありません

か！

　「会長の笑顔がクラブ発展の礎」、どうか皆

さん！会長・幹事の最後の笑顔をこのコロナに

振り回された年度の締めくくりとして、次年度

以降の水戸ロータリークラブの「親睦と奉仕」

の新たたな出発と思っておりますので、ぜひ多

くの皆様のご参加をお願い致します。



会員、大変おめでとうございました。心より敬

意を表したいと存じます。ちなみに大会パンフ

レットによりますと、第2820地区で最も在籍

が長い方は、下館ＲＣの瀧田会員が1965年ご

入会で56年目。年齢で見ると、古河ＲＣの岩

崎会員が1922年生まれの98歳（10月生まれな

ので）が最高齢のようです。加藤会員、横須賀

（満）会員どうかご自愛いただきながら、引き続

きご指導賜りますようお願い申し上げます。さ

て、本日の卓話は親睦活動委員会横須賀良一委

員長による「ロータリー親睦活動月間に因んで」

です。よろしくお願いいたします。感染拡大指

定も解除されまして今週から通常の例会スタイ

ルに戻りますが、くれぐれもご注意いただきま

すようお願いいたします。

◇ 出席報告

後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

121名 87名 34名 77.68%

前週訂正出席率　81.58%

◇ 会員メークアップ

5/25	 日本のロータリー 100周年を祝う会

	 記念式典　井上　壽博

5/28	 水戸南ＲＣ　篠﨑　和則

5/29	 北海道2500ＲＥＣ　櫻場　誠二

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

内藤会員……あと一ヶ月よろしくお願いいたし

ます。

香嶋会員……今年度最終月となりました。今月

も宜しくお願い致します。誕生祝もありがと

うございます。

横須賀（良）会員……本日卓話をさせて頂きます。

小林会員……ニコニコ達成しました。

根本会員……横須賀良一会員の楽しい卓話を期

待して。

田中（邦）会員……内藤会長、香嶋幹事ゴールが

見えてきましたね！横須賀（良）委員長、卓話

楽しみにしています。

長野（久）会員……内藤会長あと一ヶ月です。最

後まで頑張って下さい。

櫻場会員……今度の日曜日９：30より千波湖好

文カフェ前集合で、ビオトープ造りお願いし

ます。ゴミ拾いもあります。

小泉会員……おたまじゃくしに足が出ました。環

境を大切にしましょう。

黒田会員……最後の追込み、何か良いことがあ

るかも。

北島会員……今月で友のお供新聞は最終号とな

ります。５年間ご愛読ありがとうございました。

藤田会員……コロナの収束を願って…。My	

ROTARYの登録お願いします！

渡辺（孝）会員……早く皆で飲みに行ける事を願

います。

鈴木（勝）会員……６月になりました。健康に感

謝して頑張ります。

安（圭）会員……元気です！

秋葉会員……６月も宜しくお願いします。

鎌倉会員……コロナ禍の中、年度最終月になっ

てしまいました。今月も負けずに頑張りま

しょう。

鈴木（直）会員……本日、司会を担当させて頂き

ます。

横須賀（靖）会員……誕生祝ありがとうございま

す。引続きよろしくお願いします。

中庭会員・工藤会員……誕生祝ありがとうござ

います。

小野瀬会員……今月誕生月になります。ありが

とうございます。

衣笠会員・山口（政）会員・山西会員……妻のお

祝いありがとうございます。

本日の合計 25件 155,000円

◇ 財団ＢＯＸ（5/25 扱）

石島　弘之会員……財団の友献金

（第10回）＄100		10,900円	（累計		＄8,000）

豊﨑　一彦会員……財団の友献金

（第４回）＄100		10,900円	（累計		＄3,400）

長野　久嗣会員……財団の友献金

（第９回）＄100		10,900円	（累計		＄1,900）

成田　浩明会員……財団の友献金

（第７回）＄100		10,900円	（累計		＄1,700）

藤田　卓也会員……財団の友献金

（第２回）＄100		10,900円	（累計		＄1,200）

工藤　勝則会員……財団の友献金



（第４回）＄100		10,900円	（累計　	＄400）

秀　　洋一会員……財団の友献金

（第３回）＄100		10,900円	（累計　	＄300）

小宅　敦雄会員……財団の友献金

（第３回）＄100		10,900円	（累計　	＄300）

鈴木　直行会員……財団の友献金

（第３回）＄100		10,900円	（累計　	＄300）

海野　勝人会員……財団の友献金

（第2･3回）＄200		21,800円	（累計　	＄300）

奥野　康作会員……財団の友献金

（第２回）＄100		10,900円	（累計　	＄200）

篠田　吉孝会員……財団の友献金

（第２回）＄100		10,900円	（累計　	＄200）

この計 12件 141,700円

◇ 米山ＢＯＸ（5/25扱）

石島　弘之会員……米山功労者献金

（第10回）　10,000円	 （累計				800,000円）

岡﨑恵一郎会員……米山功労者献金

（第５回）　10,000円	 （累計				350,000円）

横須賀良一会員……米山功労者献金

（第９回）　10,000円	 （累計				290,000円）

川﨑　　洋会員……米山功労者献金

（第８回）　10,000円	 （累計				280,000円）

益子　一彦会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円	 （累計				260,000円）

松井　忠重会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円	 （累計				260,000円）

山口　晃平会員……米山功労者献金

（第４回）　10,000円	 （累計				240,000円）

鈴木　勝彦会員……米山功労者献金

（第５回）　10,000円	 （累計				150,000円）

工藤　勝則会員……準米山功労者献金

（第４回）　10,000円	 （累計　			40,000円）

荒川　繫美会員……準米山功労者献金

（第３回）　10,000円	 （累計			　30,000円）

石川　真二会員……準米山功労者献金

（第３回）　10,000円	 （累計			　30,000円）

小宅　敦雄会員……準米山功労者献金

（第２回）　10,000円	 （累計			　20,000円）

この計 12件 120,000円

◇ 米山ＢＯＸ（6/1扱）

豊﨑　　繁会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円	 （累計				460,000円）

川名　信博会員……米山功労者献金

（第５回）　10,000円	 （累計				350,000円）

内藤　　学会員……米山功労者献金

（第４回）　10,000円	 （累計				340,000円）

香嶋　　貴会員……米山功労者献金

（第７回）　10,000円	 （累計				270,000円）

渡邉　幹郎会員……米山功労者献金

（第７回）　10,000円	 （累計				270,000円）

衣笠　　勤会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円	 （累計				260,000円）

任田　正史会員……米山功労者献金

（第３回）　10,000円	 （累計				230,000円）

安　　圭一会員……米山功労者献金

（第10･1回）20,000円	 （累計				210,000円）

神尾圭太郎会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円	 （累計				160,000円）

土子　仁志会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円	 （累計				160,000円）

高尾　哲也会員……米山功労者献金

（第５回）　10,000円	 （累計				150,000円）

和田幾久郎会員……米山功労者献金

（第5･６回）20,000円	 （累計				160,000円）

宮本　　章会員……米山功労者献金

（第４回）　10,000円	 （累計				140,000円）

横須賀　靖会員……米山功労者献金

（第４回）　10,000円	 （累計				140,000円）

亀山　昌美会員……準米山功労者献金

（第５回）　10,000円	 （累計　			50,000円）

工藤　勝則会員……準米山功労者献金

（第５回）　10,000円	 （累計　			50,000円）

幡谷哲太郎会員……準米山功労者献金

（第2･3回）	20,000円	 （累計　			30,000円）

小宅　敦雄会員……準米山功労者献金

（第３回）　10,000円	 （累計　			30,000円）

佐藤平八郎会員……準米山功労者献金

（第2･3回）	20,000円	 （累計　			30,000円）

海野　勝人会員……準米山功労者献金

（第３回）　10,000円	 （累計			　30,000円）

篠田　吉孝会員……準米山功労者献金

（第２回）　10,000円	 （累計			　20,000円）

鈴木　直行会員……準米山功労者献金

（第２回）　10,000円	 （累計			　20,000円）



この計 22件 260,000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。

　　田中　祥之	会員……ローターアクト委員会

　　木梨　正之	会員……会場委員会

　　宮﨑　雅彦	会員・小野瀬貴久	会員

　　　　　　　　　	……親睦活動委員会

２．次年度第1回クラブ戦略計画委員会が開催

されます。

　と　き　６月８日㈫　18：30

　ところ　山口楼	本店　TEL	231－1231

　議　題　次年度各委員会活動内容の精査に

　　　　　ついて

３．次年度地区大会は、2021年10月に開催予

定でしたがコロナ禍の状況を鑑み、日時場所

が変更になりました。

　と　き　2022年５月７日㈯・８日㈰

　ところ　つくば国際会議場

４．ロータリー財団寄付は以下のとおりです。

　　年次寄付　目標　$14,040

　　　今年度寄付　$14,900　達成率　106％

　　ポリオ寄付　目標　$2,160

　　　今年度寄付　$2,500　達成率　116％

　　ベネファクター　目標　１名

　　　１名にて達成

　　＊１年間ご協力ありがとうございました。

５．水戸市内６ＲＣ例会日時変更及び休会のお

知らせ

　・水戸東ＲＣ

　　　６月３日㈭・10日㈭・17日㈭

　　　於　ホテル・ザ・ウエスト・ヒルズ・水戸

　　　　　24日㈭　於　水戸プラザホテル

　・水戸さくらＲＣ

　　　６月14日㈪

　　　―定款第７条第１節により休会―

　　　　　28日㈪　12：30

例　会　予　告

６月１５日（火）
卓話「今年度委員会実績報告」

小櫃　重秀	職業奉仕委員長
長野　久嗣	社会奉仕委員長

６月２２日（火）
卓話「今年度委員会実績報告」

篠﨑　和則	青少年奉仕委員長
荻原　　武	国際奉仕委員長

６月２９日（火）
卓話「今年度を振り返って」

内藤　　学	会長
香嶋　　貴	幹事

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。……

　ある街にラーメン屋が３軒、軒を連ね

ていました。とにかく目立とうと一番右

のラーメン屋が『うちのラーメンは日本

一！』というのぼりを立てました。これに

対抗して一番左のラーメン屋が『うちの

ラーメンは世界一！』というのぼりを立て

ました。さあ、真ん中のラーメン屋は考え

に考えてこうのぼりを立てました。『入り

口はこちらです！』

●今週の小噺：『ラーメン屋』●

　・水戸西ＲＣ

　　　６月23日㈬　於　水戸プラザホテル

　　　　　30日㈬

　　　―定款第７条第１節により休会―


