
土地を愛し人を愛す

小川　一路（鉄道輸送）

№ 3 3   2 0 2 1 ・ 6 ・ 8

　私は小さいころから乗り物が好きで、出か

けるとなるといつもワクワクしていました。

高校・大学生になると一人で鉄道に乗って日

本全国のさまざまな地方に旅してはその先々

で刺激を受けるのも楽しくなり、できるだけ

たくさんの土地をまわりたい、と思うように

なってきたものです。

　会社に入ると水戸を皮切りに、仕事上各地

で暮らすことになりました。首都圏と地方都

市を往来する典型的な転勤族で、家族と暮ら

した主なところは、東京、神奈川、埼玉、仙台、

新潟、長野、そして水戸、とまさにジプシー

です。家族は引っ越しも８回まで付き合って

くれましたが、最近はさすがに拒否され今は

単身赴任生活に至っています。

　旅で訪れるのと違い、暮らすとなるとやは

り話は別で、楽しくていいものだ、とばかり

は言っていられません。初めての土地では新

しい人に囲まれて緊張の連続です。流儀やし

きたりも違い洗礼を浴びます。気候も違う上

に土地勘がなく生活も慣れるまで時間がかか

ります。家族も一緒だと妻や子にもストレス

がかかって自身も大変…という具合です。

　が、その見返りもそれ以上にあるのではと

最近は感じています。

　それぞれの地方の土地の良さ、人の良さを

知ることは、新たな発見と心の豊かさを生み

出すような、何とも言えない喜びをその都度

感じるからです。「どうせ腰掛でしょう」と

いう人もいますが、限られた時間だからこそ

一期一会の気持ちで人との出会いを大切にし

て濃密に過ごせるものです。土地を貪欲に楽

しみ、時には地元の人より地元に詳しくなっ

て地元の良さがわかることもあり、ジプシー

生活ならではだと思うようにもなりました。

　今回の水戸は３回目です。楽しみ方も知っ

ていますし、さらに単身ですので生活も身軽

…と良いことづくめです。

　“土地を愛し人を愛すべし”と若い頃に上

司に教わりました。この言葉を胸に秘め、ワ

クワク感満載の今回の水戸暮らしを充実した

ものにしていきたいと考えています。



◇ 会員組織委員会

委員長　岡﨑恵一郎

　職業分類委員会・会

員増強委員会・会員選

考委員会・ロータリー

情報委員会・サポート

委員会、５つの委員会

とともに活動しています。

　新型コロナ感染症蔓

延の中、各委員会、鋭

意活動いただきました。

特に、会員数に関しましては、本日時点で入会

20名、退会８名、純増12名を達成しております。

内藤会長のお人柄のためでしょうか。そして、

何と言っても11月10日ガバナー公式訪問にお

いて水戸ロータリークラブ70年間の歴史ではじ

めて、女性会員入会が大きな出来事かと思いま

す。女性会員について今年度１名が達成されま

したが、ぜひ次年度もさらに多くの女性会員に

入会いただくよう努力したいと思います。職業

分類・会員選考委員会も、新会員に対し、適正

に委員会職務を実行いただきました。

　ロータリー情報委員会・サポート委員会につ

いて、新型コロナウイルス感染症により夜の例

会が制限されています。ロータリー情報委員会

は第１回のみ夜間開催いたしましたが、第２回

から第12回まで、例会前または例会後の開催

となり懇親の機会が失われたことはまことに残

念でした。サポート委員会についても、成田委

員長から何度も企画案を理事会に提出いただき

ましたがすべて中止となりました。次年度は、

新会員サポートのため委員会開催形式を工夫し、

新会員・入会３年未満の会員に対するサポート

を考えていきたいと思います。

◇ クラブ管理運営委員会

委員長　川名　信博

　公共イメージ向上委員会・藤田委員長には昨

年度まで、記録委員会とクラブ広報委員会の２

つの委員会が統合された、初年度委員長として、

ホームページへの活動記録の掲載や、水戸ＲＣ

創立70周年例会の記念誌の編集発刊にその実

力を遺憾なく発揮して

頂きました。

　プログラム委員会・

土子委員長には、コロ

ナ禍で変わる例会開催

状況や、時間短縮にて

行われた例会の中で、

スケジュール管理に苦

労しながら、何とか卓

話プログラムに穴を空けないプログラムを実施

して頂きました。

　出席委員会・後藤委員長には、出席率の低い会

員への積極的な電話連絡や、Eクラブでのメーク

アップの案内、ビジター費の安いEクラブ等紹

介をして頂き、高い出席率を残して頂きました。

　親睦活動委員会・横須賀（良）委員長、納涼・

新年家族会：親睦旅行の企画など、積極的に立

案して頂きましたが、コロナ禍の為、中止を余

儀なくされました。しかしながら、通常の例会・

ガバナー公式訪問・創立70周年記念例会等、親

睦活動委員会メンバーを纏めて頂きました。ギ

リギリのタイミングで実施された、絆の会はと

ても思い出深いです。６月26日の第２回絆の会・

大洗については、盛り上がると思います。

　クラブ会報委員会・白田委員長、この会報委

員会はとても大変で、幹事となる前の登竜門的

な委員会です。１年間あと少しありますが、お

疲れ様でした。

　会場委員会・鯉沼委員長、すばらしいリーダー

シップのもと、多くの委員会メンバーと、例会・

ガバナー公式訪問、創立70周年記念例会とスムー

ズな運営をして頂きました。特にコロナ禍での、

検温や消毒等配慮し安全な例会の開催、食事の数

について適正な出席人数把握に努めて頂きました。

　雑誌委員会・渡邉委員長、北島副委員長、友の

お供新聞５年59回の発行ありがとう御座いまし

た。とても纏まった紙面で、私もこの新聞を機会

に、ロータリーの友を拝読するようになりました。

　ニコニコボックス委員会・齊藤（佳）委員長に

は、WEBニコニコを立ち上げて頂き、また、活

発な献金活動に励んで頂きました。あと３回例

会がありますので、目標額を大きく超える金額

【卓　話】 今 年 度 委 員 会 実 績 報 告



６月第２例会 司会　長野（公）委員例 会 報 告

◇ 退会挨拶

	 鈴木　直行	会員

　この度大変残念ではありま

すが東京への転勤となりまし

て、退会のご挨拶をさせてい

ただきます。昨年８月に水戸

ロータリークラブに入会をさ

せていただいて、短い期間でしたが委員会活動

などを通じ、様々な分野でご活躍の皆様と親交

を深める事ができました。私にとって大変貴重

な機会となり毎週の例会をとても楽しみにして

おりました。イニシエーションスピーチの際に、

水戸黄門漫遊マラソンに出場する事を目標に頑

張ると申しましたが、この目標は是非達成した

いと思っています。この後は少し離れた場所か

らになりますが、茨城水戸を応援していきたい

と思います。本当にお世話になりました。

◇ 地区大会表彰

　内藤会長より、加藤　啓進会員には長寿会員

の感謝状が後日手渡されます。

◇ 会長の時間

内藤会長

　先ほどお聞きいただいたロータリーソング

「手に手つないで」もともとは1951年東京ＲＣ

矢野一郎さん作詞作曲、東京西ＲＣ藤山一郎

さんの編曲ですが、英語訳は東京東ＲＣの佐藤

千尋さんでした。長寿会員表彰を受けられまし

た加藤啓進会員、大変おめでとうございます。

今後とも健康にご留意されご指導を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。先日６日日曜

日に社会奉仕委員会の事業である、千波湖水質

浄化推進協会協働の千波湖ビオトープに参加し

てまいりました。当日は水戸ＲＣからも12名

の会員に参加いただき、ビオトープのお手伝い、

ごみ拾いに協力いただきました。川名副会長は

外来種のミシシッピアカミミガメを一匹捕獲さ

れていました。大変お疲れ様でした。さて『月

信』６月号の池田ガバナーメッセージを読んで

発見がありました。当月のロータリー親睦活動

月間のもともとの意味は国際奉仕活動に属する

概念だそうです。RI にも国際的な趣味の会が

あり、テニス・ワイン・マラソン・料理・自

動車・ジャズなど64のグループがあるそうで

す。そもそもはその活動を強化促進する月間と

のことです。私たちはというと、横須賀良一委

員長に最後までついていくだけです。高齢者へ

のワクチン接種が県内でも広まってまいりまし

た。90になる母も来週ようやく１回目の接種

となります。改めて医療従事者の皆さまに心よ

り敬意を表する次第です。昨日から県全体もス

テージ２に移行しましたが、引き続き感染予防

をお願い致します。

◇ 出席報告

神尾（圭）副委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

121名 89名 32名 80.18%

前週訂正出席率　86.84%

が集まると思います。皆様宜しくお願い致します。

　友好クラブ交流委員会・片岡委員長、コロナ

禍で他クラブとの交流もままならないまでも、

東京ＲＣ創立100周年への祝電、創立70周年記

念例会について、各友好クラブとの連絡等して

頂きました。

　以上９委員会の１年間の活動について、要約

して報告させて頂きました。

　ロータリーの奉仕活動の中で重要なクラブ奉

仕・会員サービス、クラブ管理運営委員会が担

う大切なミッションです。

　コロナ禍において、会員に重要な親睦活動が

制限され、家庭集会の開催もままならず、会員

の皆様へのサービスについて、至らない点在り

ました事、この場をお借りしてお詫びいたしま

す。ローターリーの友情に免じてご容赦お願い

します。あと少しありますが、１年間ありがと

う御座いました。



◇ 会員メークアップ

6/2	 北海道2500ＲＥＣ　豊﨑　一彦

6/4	 北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

6/8	 北海道2500ＲＥＣ　後藤　直樹

◇ にこにこＢＯＸ

	 鈴木（勝）委員長

鈴木（直）会員……異動の為、残念ながら退会さ

せて頂く運びとなりました。大変お世話にな

り、ありがとうございました。

内藤会員……千波湖ビオトープ、大変お疲れさ

までした。

岡﨑会員……本日、卓話よろしくお願い致します。

横須賀（満）会員……名誉ある表彰どうもありが

とうございます。

石井会員……コロナワクチン始まりました。

八文字会員……良い事がありましたので。

牧会員……颯爽と世界デビュー！おめでとう！

笹生選手。下手なゴルファーもコースに出た

いとその気に誘われます。

田中（邦）会員……ビオトープ無事終了しました。

御協力頂きました全ての方に感謝申し上げます。

小田部会員……全米女子オープンゴルフ、畑岡

選手もう一息でした。

渡邉（幹）会員……１年間友のお供新聞をお読み

くださりありがとうございました。北島さん、

本当にありがとうございました。

照沼会員……ありがとうロータリークラブ。

豊﨑（一）会員・篠田会員・佐藤会員……目標達

成に向けて。

任田会員・中庭会員……コロナが早く終息する

ことを願って。

高尾会員……いつもありがとうございます。

亀山会員……熱中症に注意しましょう。

久保田会員……ゴルフ同好会５月例会で優勝し

ました。ありがとうございました。

本島会員……コロナ感染者、やっと少なくなり

ました。気を引き締めていきましょう。

秋葉会員……目標達成。これからもよろしくお

願いします。

田中（文）会員……いつもご視聴ありがとうござ

います。

沼田（邦）会員……千波湖ビオトープお疲れ様でした。

奥野会員……無事に決算が終わりました。

内田会員……誕生祝いありがとうございます。

横須賀（靖）会員……誕生祝ありがとうございます。

西会員……52 才になります。ありがとうござ

いました。

本日の合計 27件 183,000円

◇ ６月定例理事会報告

開催日　６月１日㈫　テラスザガーデン水戸

議　題　１．新会員所属委員会について

　　　　２．退会会員について

　　　　３．コロナウイルスに関する出席免除

について

　　　　４．茨城新聞社水戸市広報記事協賛に

ついて

　　　　５．第２回絆の会について

　　　　６．６月・７月例会プログラムについて

　　　　７．会計報告

　　　　８．その他

例　会　予　告

６月２２日（火）
卓話「今年度を振り返って」

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

2021～2022年度
７月６日（火）
卓話「新年度就任挨拶」

岡﨑恵一郎	会長
白田　礼治	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。……

　ワクチン接種とかけまして、コインパー

キングに停めたものの小銭が少ない人と

ときます。

　その心はどちらもチュウシャ（注射・駐

車）はしたもののコウカ（効果・硬貨）が

気になります。

●今週の謎かけ●


