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　最近、皆さんもウッドショックという言葉

を報道や新聞などで、目にする機会が多く

なってきているのではないでしょうか。

　ウッドショックとは、2021年に入り深刻

化している世界的な木材の高騰、品不足の状

況をかつてのオイルショックに例えてよばれ

ているものです。（帝国ニュースより引用）

　日本では、ゴールデンウィーク前あたりか

ら、木材が手に入らない、木材高騰で家が建

たないなどと言われ、建設業界（特に住宅関

連業界）では影響が懸念されています。

　背景としてあるのが、一つは、アメリカと

中国での大幅な需要増です。アメリカではテ

レワークの普及により都市部の集合住宅から

郊外に移り住む動きが活発化し住宅着工が増

加しています。中国でも、経済回復がはじまっ

ているとされ木造需要が増加しています。

　もう一つは、世界的なコンテナ不足や貨物

船の減便が重なった影響もあり、国内の約７

割弱を占める輸入木材がかなり不足し価格が

高騰していることもあげられます。

　それならば、輸入材の代わりに国産材で対

応すれば良いのではないかとの意見もありま

す。日本は、国土の３分の２が森林であるに

も関わらず輸入材に大きく左右されています。

高度経済成長期に国産材より安い輸入材へ切

り替えたことで長らく林業の不況が続き、人

手不足になり、対応できなくなったことが原

因です。それに加えて、ウッドショックが落

ち着いたら、また安い輸入材へ戻るのであろ

うと林業関係者が警戒しているため、積極的

に動けないというのが実情のようです。

　今の林業の状況では、なかなか難しい事で

はありますが、これを機に国産材が安定して

増えてくれればと思っております。

　やはり、どの業種でも将来に向けて人材の

確保と育成が本当に大事であると思います。



◇ 会長挨拶

岡﨑恵一郎 会長

　今年度会長を務めさ

せていただきます。よろ

しくお願いいたします。

　まず、RI会長のシェ

カール・メータ会長

のテーマは、“SERVE	

TO	CHANGE	LIVES”

「奉仕しよう	みんなの

人生を豊かにするため

に」です。「奉仕するとき、誰かの人生だけで

なく自分の人生も豊かになる」「人びとの世話

をし、奉仕することこそ、人生の最高の生き方」

というようなメッセージが述べられていました。

　次に、第2820地区新井和雄ガバナーをご紹

介いたします。所属は下館ロータリークラブで

す。地区スローガンは、”Think	Globally,	Act	

Locally”「地球の未来を想い	地域社会に貢献

しよう」とされました。まだまだ容易に旅をす

ることは難しいかと思いますが、世界平和を見

据えながら地域での活動からはじめようとのご

意向と思います。９月12日には「ロータリー

奉仕デー」として、第2820地区「2021茨城海

岸美化プロジェクト」が開催されます。

　さて、私の会長方針は、「弘道とはなんぞ。

人よく道を弘むるなり。」とさせていただきま

した。これは、水戸ロータリークラブ発祥の地

「弘道館」の建学の精神を表した「弘道館記」

冒頭から引用させていただきました。人を育て

ることこそが社会を発展させ豊かにします。若

い世代の学びはもちろんのこと、私たち自身の

学び、そして、学ぶ機会の創出についても重ん

じ、世界に、地域社会に奉仕できればと思います。

◎重点項目について

　コロナ禍となり感染防止の観点から、例会が

スクール形式となりました。高尾会員の卓話で

「雑談の重要性」の話がありました。雑談に相

当するものとして、会員の皆様に、ショートス

ピーチをご自身の日常生活、仕事の話、ロータ

リーのあれこれなど、順番にお願いしたく考え

ております。

　会員への地区の情報提供について。地区の研

究会等出席後には内容を巻頭言に報告いただき

ます。

　昨年、初の女性会員にご入会いただきました。

今年度は、さらなる女性会員の増強を進めたいと

考えております。ロータリアンとしてふさわしい

方がいらっしゃいましたらぜひ紹介ください。

　会長エレクト研修セミナーで RI研修リー

ダーの水野功様の講演を聴きました。「ICT後

術を使い例会を止めるな」とのお話しがありま

した。そこで、例会の Web配信を検討したい

と思います。ホームページについても、レスポ

ンシブデザイン、つまりスマホで見ても適正な

文字サイズとなる方式に修正を予定しています。

　奉仕活動について、地区海岸美化プロジェク

ト、千波湖水質浄化、その他、社会奉仕委員会

や幹事とともに、新企画も検討中です。

　ガバナー輩出のための準備もございます。５

月23日の地区大会にて「大久保博之ガバナー

ノミニー・デジグネート」が紹介されました。

３年後の体制整備・支援に向けて、皆様のご協

力をお願い申し上げます。

　以上、会長方針説明とさせていただきます。

１年間、よろしくお願いいたします。

◇ 幹事挨拶

白田　礼治 幹事

　2021-2022年度幹事

を仰せつかりました白

田礼治です。一年間よ

ろしくお願い申し上げ

ます。

　今年度岡﨑会長は、

“弘道とはなんぞ。人

よく道を弘むるなり。”

という方針を立てられ、

それを基に一年の活動がスタートいたします。会

長が示す自身の学びと学ぶ機会の創出、そして

ロータリークラブの活動の原点である奉仕の精神

を以って世界そして地域社会の発展に会員の皆

さまと共に努めてまいりたいと思います。昨年

から続くコロナウイルス感染症の心配は未だに

【卓　話】 新 年 度 就 任 挨 拶



◇ ビジター紹介

水戸東ＲＣ　会長　木内　洋一	会員

　　〃　　　幹事　青木　健一	会員

◇ 水戸東ＲＣ会長・幹事挨拶

木内　洋一 会長

　まず岡﨑会長、白田

幹事ご就任おめでとう

ございます。水戸ＲＣ

といえば、井上パスト

ガバナー、大久保ガバ

ナーノミニーをはじめ

とする沢山の重鎮がい

らっしゃるクラブです。

私たちは子クラブとし

て、親クラブの水戸ＲＣ

を模範にしながら活動

をしております。今後

ともよろしくご指導お

願いいたします。

青木　健一 幹事

　この１年間ご指導ご鞭撻を宜しくお願いいた

します。

◇ 直前会長・幹事への記念品贈呈

　岡﨑会長より、内藤直前会長、香嶋直前幹事

に記念品が手渡されました。

◇ 新年度役員・理事・委員長紹介

　岡﨑会長より、新年度役員・理事・委員長が

紹介されました。

７月第１例会 司会　川﨑（隆）委員長例 会 報 告

収束せず、本年度においても様々な場面で制限さ

れる事が予想されますが、ワクチンの接種も徐々

に進んでおり、少しずつではありますが、日常を

取り戻す良い方向へと向かっております。会員の

皆様にはご不便をおかけすることもあるかと思い

ますが、ご理解とご協力を頂ければ幸いです。例

会やその他の事業についてもこれまでの経験や情

報を基に、皆様が安心してご参加できるよう努

めてまいります。各委員会の皆様がそれぞれの

役割を果たしつつ、親睦を深め楽しく学び、社

会に貢献してまいりましょう。

　いよいよ岡﨑年度の活動が本格的に動き出し

ますが、まずは例会の有り方をしっかり考えて

いきたいと思っています。これまではコロナウ

イルス感染症に対する予防措置として会員企業

によっては例会にも参加が叶わなかった会員も

いらっしゃいます。現在は少しずつオンライン

での配信なども行っているクラブも増えてきて

いますが、水戸ロータリークラブにおいても、

どうしても会社の方針で例会出席が難しい方に

例会に参加できる仕組みを作りました。会場に

来られない方もネットにて例会を視聴できます

ので是非ご利用いただきたいと思います。但し、

原則は会場参加を基本としていますので感染対

策と健康管理をしていただいた上例会にお越し

いただきたいと思います。卓話のプログラムに

ついても藤田委員長をはじめ委員会の皆さんに

検討いただき、楽しみながら学べる機会を作っ

てまいりたいと思いますので、是非楽しみにし

ていただきたいと思いますし、何より顔を合わ

せて親睦を深めていただく事がクラブに加入し

ている一番の意義だと思います。

　それぞれに多くの学びを得て、たくさんの仲

間と絆を深め、共に地域社会の為に奉仕してま

いりましょう。一年間どうぞよろしくお願いい

たします。



◇ 出席報告

山口（晃）委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

116名 83名 33名 75.45%

前週訂正出席率　86.49%

◇ 会員メークアップ

6/23	 水戸ＲＡＣ

　　　　内藤　　学、香嶋　　貴、白田　礼治

　　　　西　　　修、小宅　敦雄、齊藤　佳昭

　　　　篠﨑　和則、安　　圭一

6/29	 北海道2500ＲＥＣ　		秋葉　良孝

	 ワールド大阪ＲＥＣ　秋葉　良孝

6/30	 北海道2500ＲＥＣ

　　　　秋葉　良孝、原口　哲也

	 ワールド大阪ＲＥＣ　秋葉　良孝

7/1	 ガバナー会　井上　壽博、衣笠　　勤

	 北海道2500ＲＥＣ		磯﨑　寛也

7/2	 クラブ奉仕委員会　荒川　繫美

◇ にこにこＢＯＸ

	 鈴木（勝）委員長

木内会員（水戸東ＲＣ）……就任のご挨拶に伺

いました。宜しくお願い致します。

青木会員（水戸東ＲＣ）……第37期水戸東ＲＣ

の幹事になりました青木です。ご挨拶に参り

ました。

岡﨑会員……皆様、一年間よろしくお願い致し

ます

白田会員……一年間よろしくお願いします。

石井会員……岡﨑丸の船出を祝って !! 白田さん

も頑張って下さい。

横須賀（満）会員……一年間よろしくお願いします。

井上会員……岡﨑会長、白田幹事の船出を祝し

て。妻誕生日でした。

川﨑（洋）会員……岡﨑会長、白田幹事	一年間

宜しくお願い申し上げます。

砂押会員……岡﨑会長、白田幹事、一年間楽し

みにしています。

高沢会員……岡﨑会長、白田幹事一年間頑張っ

て下さい！

内藤会員・川名会員・内田会員・田中（邦）会員・

片岡会員・二川会員・香嶋会員・豊﨑（一）会員・

土子会員・任田会員・齊藤（佳）会員・

横須賀（靖）会員・大関会員……岡﨑会長、白田

幹事一年間よろしくお願い致します。

清水会員……岡﨑年度の船出を祝して。

根本会員……岡﨑会長、白田幹事一年間よろし

くお願いします。稲毛君今日はありがとう。

益子会員……岡﨑会長がんばって下さい。

藤田会員……岡﨑会長、白田幹事一年間宜しく

お願いします。妻の誕生日プレゼントありが

とうございました。

渡辺（孝）会員・山西会員・石川（也）会員・

工藤会員・篠田会員・田中（文）会員・

沼田（邦）会員・木梨会員・小野瀬会員

　……今年度もよろしくお願い致します。

川﨑（隆）会員……本日司会を務めさせていただ

きます。

鎌倉会員……７日で58才の誕生日を迎えます。

今年度もよろしくお願い致します。

岡本会員・宮﨑会員……誕生祝いありがとうご

ざいました。

荒川会員・佐藤会員……妻の誕生祝ありがとう

ございます。

鈴木（勝）会員……一年間よろしくお願いします。

本日の合計 43件 240,000円

◇ 財団ＢＯＸ

横須賀満夫会員……財団の友献金

（第１回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄6,100）

内藤　　学会員……財団の友献金

（第１回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄4,100）

川名　信博会員……財団の友献金

（第10回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄3,000）

益子　一彦会員……財団の友献金

（第６回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄2,600）



内田　浩司会員……財団の友献金

（第３回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄2,300）

香嶋　　貴会員……財団の友献金

（第２回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄2,200）

沼田　元良会員……財団の友献金

（第２回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄2,200）

任田　正史会員……財団の友献金

（第２回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄2,200）

土子　仁志会員……財団の友献金

（第６回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄1,600）

吉原　清寿会員……財団の友献金

（第１回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　＄1,100）

鯉沼　弘之会員……財団の友献金

（第６回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計		　＄600）

工藤　勝則会員……財団の友献金

（第５回）　　　＄100	 11,000円　

	 （累計　		＄500）

この計 12件 133,200円

◇ 米山ＢＯＸ

横須賀満夫会員……米山功労者献金

（第９回）	 10,000円　

	 （累計　	690,000円）

川名　信博会員……米山功労者献金

（第６回）	 10,000円　

	 （累計　	360,000円）

内藤　　学会員……米山功労者献金

（第５回）	 10,000円　

	 （累計　	350,000円）

香嶋　　貴会員……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７回）	 10,000円　

	 （累計　	270,000円）

沼田　元良会員……米山功労者献金

（第５回）	 10,000円　

	 （累計　	250,000円）

任田　正史会員……米山功労者献金

（第４回）	 10,000円　

	 （累計　	240,000円）

土子　仁志会員……米山功労者献金

（第７回）	 10,000円　

	 （累計　	170,000円）

齊藤　佳昭会員……米山功労者献金

（第４回）	 10,000円　

	 （累計　	140,000円）

工藤　勝則会員……準米山功労者献金

（第６回）	 10,000円　

	 （累計　　60,000円）

久保田真樹会員……準米山功労者献金

（第３回）	 10,000円　

	 （累計　　30,000円）

この計 11件 110,000円

◇ 幹事報告

白田幹事

１．2021-2022年度 RI第2820地区委員として、

下記の方々がご奉仕されます。

　　井上　壽博 PG……地区諮問委員

　　　　　　　　　　		奉仕プロジェクト

青少年奉仕支援アドバイザー

　　長野　久嗣会員……RLI委員長

　　荒川　繁美会員……クラブ奉仕委員会・

　　　　　　　　　　　公共イメージ委員

　　齊藤　佳昭会員……奉仕プロジェクト

　　　　　　　　　　　青少年奉仕委員会・

　　　　　　　　　　　インターアクト委員

　　安　　圭一会員……奉仕プロジェクト

　　　　　　　　　　　青少年奉仕委員会・

　　　　　　　　　　　ローターアクト委員



　　土子　仁志会員……ロータリー財団委員会・

　　　　　　　　　　　資金管理・推進委員、

　　　　　　　　　　　グローバル補助金担当

（VTT担当）

　　二川　泰久会員・川名　信博会員・

　　成田　浩明会員・田中　邦彦会員・

　　高貫　　修会員・横須賀良一会員

　　　　　　　　　……RLI委員

２．会員動静

　　６月30日付にて、石島　弘之会員、安　

徹会員が退会いたしました。

　　年度末会員数は、116名となりました。

３．７月よりロータリーレートが１ドル111円

となります。ロータリー財団寄付に適用され

ます。

４．定款第７条第１節による休会日について

　　2021年７月20日・８月10日・９月21日・

　　11月23日（勤労感謝の日）・12月28日

　　2022年１月４日・２月22日・３月29日・

　　５月３日（憲法記念日）

例　会　予　告

７月２０日（火）
―定款第 7条第 1節により休会―

７月２７日（火）
卓話「新年度委員会活動計画」

横須賀　靖	社会奉仕委員長
安　　圭一	国際奉仕委員長
根本洋一朗	会員増強委員長
篠﨑　和則	サポート委員長

８月３日（火）
―イニシエーションスピーチ―

工藤　勝則	会員

週報担当　長野　久嗣	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。……

◇ ７月定例理事会報告

日時　７月６日㈫　11：30より

場所　ホテル	テラス	ザ	ガーデン	水戸

議事　１．コロナウイルスに関する出席免除に

ついて

　　　２．予算（案）について

　　　３．納涼家族会について

　　　４．国際奉仕委員会ベトナム訪問について

　　　５．ローターアクト決算・事業報告に　

ついて

　　　６．ローターアクト予算・事業計画に　

ついて

　　　７．７月・８月例会プログラムについて

　　　８．その他




