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　最初の巻頭言はイニシエーションスピーチが
済んだら依頼するねと伝えられていましたが、
４月20日に予定していたスピーチを実施する
ことが出来ませんでした。
　何故なら、新型コロナウイルスに感染し入院
してしまったからです。
　先ず最初に考えたことは、誰かに移してし
まってないか？と焦り、同時に関係する皆に迷
惑をかけてしまうという不安と自責の念に駆ら
れました。
　幸いにも濃厚接触者全てが PCR検査の結果
は陰性で感染を拡大させることが無かったのは
救いでした。
　「まさか私が・・・」常にマスクを着用し、
消毒スプレーを持ち歩き何かを触るたびに手指
の消毒を心掛けていたのに。何処で？誰から？
なぜ？答えが出ないことは知っていながら詮索
を続けてしまいました。
　入院までの６日間は不安と恐怖の毎日です。
38℃の発熱の症状が出て保健所に連絡しまし
たが、PCR検査は受けることが出来たのは３
日後でした。陽性が確認され再度 PCR検査を
病院で実施するから自分で運転して発熱外来へ
行くようにとの指示。
　この時点で味覚・嗅覚は全く無くなり、呼吸
も苦しい状態です。

　病院に到着後、検査の結果で基礎疾患もある
ことから直ぐに入院の指示が出ます。
　しかし、入院ができない！何故なら、茨城県
の入院調整本部が入院先を決定するからとのこ
と。診察してくれた先生方からは、「本来なら
ば帰宅させたくない。でも一度帰宅して保健
所からの連絡を待ってください。」この言葉に
ショックを受けました。
　入院したのは、この日から２日後の午前。こ
の時点では、ひどい息苦しさで酸素飽和度は
89％。正常値とされる96％を大きく下回って
いました。これ以上悪化したら・・・考えるこ
とは悪いことばかりで「家族に残せるもの」を
LINE で送って様々なことを準備したほどです。
　「工藤さん、大丈夫だからね」支えてくれた
のは医師や看護師さんの励まし。そして会えな
い家族、ロータリークラブの先輩や仲間からの
LINE です。心強い人達に支えられ勇気づけて
貰えたことは一生忘れません。
　本当はコロナウイルスに感染したことは内緒
にしたいと考えていましたが、懸命に感染者の
命を救い、その後も終わりの見えない戦いを続
ける医療従事者の助けになりたい。自らの体験
と反省を皆で共有し感染対策に少しでも役立て
て貰いたいと思い書かせて頂きました。



◇ 青少年奉仕委員会

委員長　篠﨑　和則

　コロナウイルスの影響によ

り、青少年奉仕委員会も委員

会活動が制限された一年でし

た。長期交換学生は送り出し

も受け入れも中止、短期交換

派遣もありませんでした。前

年度の長期交換学生の報告会、アクトの日、ラ

イラセミナーなども全てリモート開催となり、

委員長として何かやったという実感のないまま

報告に至っています。

　しかしながら、ローターアクト委員会において

は、オンライン例会なども駆使しつつ活動を継続

してくれました。水城高校インターアクト部との

合同例会（募金活動）、屋外での散策を兼ねた例会、

コミュニケーション例会などの工夫もしていた

だきました。特に、内藤会長の方針でもあった

水戸ローターアクト独自の事業として、道路の

里親制度の登録もすることができました。これ

らの活動ができたのは青木会長をはじめとする

ローターアクターの努力と、青沼委員長をはじ

めとするローターアクト委員のサポートの賜物

であると感謝いたします。内藤会長と香嶋幹事

にも何度も例会にご出席いただきました。

　また、インターアクト委員会では高尾委員長

のもと、コロナ禍であるにもかかわらず、複数

のイベントを実施していただきました。委員長

ほか委員の皆様に感謝致します。

　インターアクトの報告については、以下、高

尾委員長の報告に譲ります。

インターアクト委員長　高尾哲也

　コロナ禍ということもあり、

一番大きな行事である例年７月

実施の台湾研修旅行は残念なが

ら中止となりました。様々な活

動制限の中ではありましたが、

委員会メンバー持ち回りで、

水城高校インターアクト部例会への出席やフー

ドバンク茨城の食品回収の活動にも参加し、

ロータリーの友にも掲載されました。オンライン

開催になったライラセミナーには、通常よりも

多くのインターアクト部員が参加しやすかった

のは良い点と思われました。今後の青少年育成

活動は、海外研修のようなリアル体験こそが重

要なものと、オンラインセミナーのように手軽

にスピーディに行うことが重要なものの、

2Way があることを意識して奉仕活動を企画し

ていくことが重要と考えられます。

◇ 国際奉仕委員会

委員長　荻原　　武

　今年度の活動はその他の委

員会同様、各行事が制限され

た一年でした。

　ここ数年、ベトナムの貧困

地区への教育支援と中秋祭ボ

ランティア参加および通学路

等の橋の建設支援を行っており、本年も同様の

予定とし、プラス新たな支援として、小学５年

生の卒業時に奨学金支給の計画を立てました。

　それらに向けて現地ボランティア団体の

WWS所属の過去の米山奨学生アンさんと、一

年間通してコンタクトを取っておりました。

　活動は、2020年３月　ロータリー財団地区

補助金セミナー参加、４月　地区財団補助金申

請提出、７月　教育支援に向けた文房具類の会

員からの協力収集、８月　10月開催予定の中

秋祭参加に向けての現地とのコンタクト・・・

中止（例年９月が中秋祭なのですが、この年

は旧暦の関係で10月となりました。）、10月　

ベトナム中部の水害支援要請がWWS よりあり、

緊急の支援金拠出を行う（当初予算の教育資金

の一部から捻出）、12月　例年であれば、中秋

祭訪問活動報告を例会で行っていましたが、活

動が出来ずにいる中において、プログラム委員

長から報告の依頼があり、卓話の実施、2021

年２月　奨学金支給の小学校５校の選定（選定

された学校へは順次訪問する予定との確認済

み）、４月　奨学金および教育支援金の送金実施

　以上が今年度の活動となります。結果として

訪問しての現地ボランティアは出来ず、メール

でのやり取りで終わってしまった感があり、不

完全燃焼の一年となりましたが、渡航制限解除

の際には、ぜひ訪越したいと考えております。

【卓　話】 今 年 度 委 員 会 実 績 報 告



６月第４例会 司会　武藤委員例 会 報 告

◇ ビジター紹介

水戸さくらＲＣ　小林　寛之	会員

◇ ゲスト紹介

第３分区ガバナー補佐

　　　　　　柴山　博光	氏（友部ＲＣ）

次年度第３分区ガバナー補佐

大木　清実	氏（水戸さくらＲＣ）

◇ 第３分区新旧ガバナー補佐挨拶

第３分区ガバナー補佐　柴山　博光 氏

　今年度はコロナの影響で思

いどおりに進まず、一年を終

える事になってしまい、とて

も残念で、特にゴルフが出来

なかった事は悔やまれます。

私は2011年に一回目のガバ

ナー補佐を務めた際、この水戸ロータリークラ

ブにお邪魔した時にイニシエーションスピーチ

を聴かせていただきました。その時の内容はマ

ングローブの話でした。その話がきっかけとな

り今は大きな一大プロジェクトに繋がりました。

本当に良かったと思っています。本日は次期第

３分区ガバナー補佐の大木さんをご紹介させて

いただきます。是非よろしくお願いいたします。

次年度第３分区ガバナー補佐　大木　清実 氏

　次年度第３分区ガバナー補

佐を仰せつかりました大木で

す。よろしくお願いいたしま

す。私は2005年に水戸さくら

ロータリークラブに入会し、

職業分類は産業廃棄物処理業

です。皆様にも周知されていると思いますが、

環境問題の提起と公共イメージ向上を目的とし

て、９月12日に茨城海岸美化プロジェクトを

予定しております。第2820地区すべてのクラ

ブの参加をいただき、茨城の海岸約190㎞を清

掃いたします。是非多くの皆様の参加をお願い

いたします。

◇ 退会挨拶

	 亀山　昌美	会員

　この度の定期異動で東京へ

の異動となりました。本日が

最後の例会になってしまいま

す。水戸に参りまして２年と

９カ月、今回が２度目の赴任

でしたが、茨城支店長として水戸ロータリーク

ラブに入会させていただき多くの方とご縁をい

ただく事ができ、充実した時間を過ごすことが

できました。水戸という街に本当に愛着があり、

できればもう少し長く居たいところですが異動

ということになってしまいます。これまでのご

厚情に心から感謝いたします。本当にお世話に

なりました。

	 武藤　悟司	会員

　水戸ロータリークラブでは

２年間お世話になりました。

思い出に残っている事のひと

つに、現在、廃炉作業中の福

島第一原発にご訪問いただき

見学をいただいた事は大変ありがたく思ってお

ります。私は今後青森県六ケ所村にある日本原

電というリサイクル会社にまいります。ぜひ機

会がございましたらお越しいただければと思い

ます。皆様大変お世話になりました。ありがと

うございました。

◇ 会長の時間

内藤会長

　柴山ガバナー補佐、一年間ご指導いただき大

変ありがとうございました。次年度大木ガバ

ナー補佐、引き続きよろしくお願い申し上げま

す。また本日退会されます、亀山さん、武藤さん、

大変ありがとうございました。OB会でまたお

会いできればと思います。米山奨学寄付が目標

を達成しました。清水委員長はじめ皆さんのご

理解ご協力に深く感謝申し上げます。さて先週

の19日㈯、第2820地区ローターアクト地区協

議会がオンラインで開催され、安圭一地区ロー

ターアクト委員、香嶋幹事と私が参加しました。



久しぶりに参加して驚いたのですが、ローター

アクター数が現在８クラブ39名に減少してい

ました。かつては80名近くいたと記憶してい

ます。コロナ禍で活動が大幅に制限されたとい

うのが大きな理由でした。ちなみに水戸ＲＡＣ

は在籍15名で最大クラブです。RI方針により、

ローターアクトは今後大きな変貌を遂げると聞

いています。私たちとしましても、動向を見据

えてしっかりと支援していきたいと思います。

また今週土曜日開催の第２回絆の会、横須賀良

一親睦活動委員長はじめご参加の皆さまよろし

くお願いいたします。感染対策を徹底し設営い

たします。一日も早くワクチン接種が広がるこ

とを願います。

◇ 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 86名 34名 77.48%

前週訂正出席率　81.25%

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

柴山第３分区ガバナー補佐……お世話になりま

した。ありがとうございます。

大木次年度第３分区ガバナー補佐……水戸ＲＣ

の皆様こんにちは。一年間宜しくお願い致し

ます。

内藤会員……柴山・大木両ガバナー補佐、よう

こそいらっしゃいました。亀山さん、武藤さん

お世話になりました。またお会いしましょう！

石島会員……今偕楽園のモミジ谷ホタル谷にゲン

ジボタルが飛んでいます。これは10年程前、当

クラブが環境保全のテーマで飛ばしたホタル

の子孫達です。

内田会員……特にありません。

清水会員……皆さん一年間ご苦労様でした。

但野会員……内藤会長、香嶋幹事お疲れ様です。

出席率悪くてすみませんでした。

豊﨑（一）会員……一週間早いですが、内藤会長、

香嶋幹事一年間お疲れ様でした。

山口（晃）会員……内藤会長、もう少しです。

北島会員……内藤会長、香嶋幹事、一年間お疲

れ様でした。

本島会員……ニコニコ、予算終わりました！来

期もがんばります。

海野会員……本日で目標達成です。ありがとう

ございます。

岡本会員……良い事がありましたので。

篠田会員……今年度もあと一週間。皆さん大変

お世話になりました！

関根会員……内藤会長、香嶋幹事一年間ありが

とうございました。そして、ロータリークラ

ブに誘って頂いた髙原社長ありがとうござい

ました。

中條会員……ゴルフ同好会6月例会で優勝させ

ていただきました。自祝！

本日の合計 16件 100,000円

例　会　予　告

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

７月１３日（火）
卓話「新年度委員会活動計画」

川名　信博	会員組織委員長
　　　　　　清水　洋一	クラブ管理運営委員長

高尾　哲也	青少年奉仕委員長
豊﨑　一彦	職業奉仕委員長

７月２０日（火）　
―定款第７条第１節により休会―

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。……

　最近スワローズが好調なので気分がい

いです。そこで

調子の良いピッチャーとかけて、元気な野

党とときます。

その心はどちらも、トウシュ（投手・党首）

が果敢にナイカク（内角・内閣）を攻めて

います。

●今週の謎かけ●


