
創立 70 周年記念奨学金贈呈に添えて
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　茨城県の教育委員を仰せつかって６年目。（前

任者は大久保博之ガバナーノミニーでした。）毎

年、小中高校数校の学校視察に伺っています。

教育現場が肌で感じられる貴重な機会です。昨

年の９月、常総市立水海道中学校を訪問しまし

た。ここには昨年４月に開校したばかりの県内

初の夜間学級があります。日本語の教育を求

める外国人や様々な理由で学び直しを希望する

10代から70代までの約20名が在籍していまし

た。ふと見ると、壁に色とりどりの七夕短冊が

飾り付けられていました。『にほんごおぼえたい』

『学校を卒業したい』『もっと楽な気持ちで生き

られますように』たどたどしい文字、小さな文字、

元気いっぱいの文字。様々な思いのこもった言

葉でした。忘れられない学校視察となりました。

　また先日ある県立高校に伺ったときの話で

す。校長先生から、学校の授業料無償化で家

庭は大いに助かったものの月額数百円の教材

費負担の回収がなかなかできない、という話

も聞きました。今、子どもの貧困対策が急務

です。７人に一人が相対的貧困家庭と言われ

ています。岸田新政府による18歳以下への

10万円の現金給付も決まりました。

　昨年の会長時代に、創立70周年記念奨学

金の設立をさせて頂きました。皆さまのご理

解と小櫃会員の協力をいただき、年額20万

円を４名の学生さんに支給させていただきま

した。卓話ではその学生さんたちから将来の

夢・希望をお話しいただきます。楽しみです。

また例年のベトナム支援に加え、地元の５名

の子供たちに１万円を支給する活動も始めて

います。国内外で、わずかではありますがお

役に立てばうれしい限りです。

　ロータリーには米山奨学金があります。長

期交換学生プログラムもあります。ポリオ撲滅

活動も子供たちの支援です。子どもたちは未来

です。国内外を問わず未来を支援するロータ

リー活動に誇りを持ち、その活動を継続して

いきたいと思います。皆さんのご協力に心より

感謝申し上げます。良いお年をお迎えください。



　私は、昭和42年９

月21日水戸市常磐町

で生まれました。祖父・

祖母・両親・姉・私・妹、

７人の家族構成でした。

常磐町の実家は、大工

町交差点から千波湖方

面に向かい、偕楽園周

辺の閑静な住宅街にあ

ります。とても住みやすい所です。そのような

中での幼少期、厳しかった祖父の隣でテレビ観

戦をしたことが、今でも記憶に残っています。

格闘技が大好きだった祖父は、相撲が特にお気

に入りで年間６場所は、必ず夕方４時～６時ま

では、私を隣に座らせて観戦していました。当

時の横綱・大関には、琴桜・輪島・北の湖・貴

ノ花と有名な力士がいましたが、幼かった私に

とっては、その時間が退屈で退屈で苦痛な時間

でした。そんな私でも、初代貴ノ花が、初優勝

した時には、祖母が大ファンだったこともあり、

とても嬉しい気持ちになったのを覚えています。

観戦は相撲だけでなく、プロレス、ボクシング

と続き私にとっての祖父との長い夜は、忘れら

れない思い出となっています。

　小学校は、新荘小学校に入学し、帰宅後は毎

日のように偕楽園で遊んだり、ソフトボールや

サッカーを楽しんでいました。外で遊ぶのが大

好きな小学生でした。中学・高校は茨城中・茨

城高に進学し、中学時代はサッカー部、高校時

代は軟式野球部でクラブ活動に励みました。団

体競技ということもあり、責任感や協調性を学

ぶことができたと思っています。しかし、学業

のほうはあまり得意ではありませんでした。そ

のような状況でしたので、当然のように大学は

不合格になり浪人生活を送ることとなりました。

東京の予備校に入り、予備校の寮で１年間生活

をしました。全国から250人くらいの寮生が集

まっている中での生活でした。帝京大学に入学

してからは、サークル活動にも積極的に参加し

ました。浪人生活、大学生活ともに様々な他県

の人達とのコミュニケーションが楽しくもあり

とても良い人生勉強になりました。今でも、浪

人時代、大学時代の友人とは連絡を取り合って

います。

　大学卒業後は、水戸にも支店がありました東

京の勝村建設株式会社に就職し、営業部に配属

されました。体育会系の部署でしたので、挨拶・

礼儀に大変厳しく注意されることも度々ありま

した。そのような指導のおかげで、挨拶・礼儀

はもちろん、義理人情を大切にすることを学ぶ

ことができました。東京本社勤務時代は、東京

都や国土交通省などの官庁営業が中心で首都圏

を毎日毎日歩き回っていました。多摩営業所の

所長時代は、官庁営業だけでなく民間営業も多

く経験し、様々な分野の方々と接する機会が増

え人間関係の大切さを学ぶことができました。

全国の支店の手伝いも経験し、それぞれの土地

の風習・文化に触れ楽しむこともできました。

　40歳になり、実家の関根工務店に戻り、家

族４人水戸での生活が始まりました。当時小学

生だった娘達も看護師の長女は23歳、大学生

の次女は21歳になり、また東京で生活してい

ます。

　実家である関根工務店は、昭和30年祖父が

設立、今年で66年を迎えています。大工から

始まり、高度経済成長の波に乗り、学校等の公

共工事を受注するようになりました。小さなリ

フォーム工事から大型公共工事まで幅広く対応

できる会社として、地域のお客様から必要とさ

れる会社づくりを進めています。

　最後に、今後の目標は、人の背中を押せる人

間になるということです。「どうしようかなぁ」

と気持ちに迷いが生じる場面を何度も経験して

きました。そのような時、色々な方々に背中を

押して導いて頂きました。感謝の気持ちで一杯

です。人の背中を押せる人は、責任感があり、

心に余裕がある人だと思っています。まだまだ

未熟な私ですが、私を導いてくださった方々へ

の感謝の気持ちを忘れず精進していきたいと思

います。

【卓　話】 54 年の歩みと今後の目標 関根　貴雄�会員（総合建設請負）



◇ クリスマスソング

リリーベール小学校　１年生　53名

クリスマスソングのプレゼント

◇ 会長の時間

岡﨑会長

　リリーベール小学校のクリスマスソングあり

がとうございました。楽しむことができました。

　さて、本日の理事会で、社会奉仕より提案さ

れた水戸市との「経済的に恵まれない子どもた

ちへの支援に関する協定（案）」が承認されま

した。１月に水戸市と協定を結ぶ運びとなりま

す。今後５年間、様々な形で子どもたちを支援

できればと考えております。毎年、必要な支援

を、水戸市と協議し届けられるよう包括的な内

容としております。

　次年度の役員・理事（案）もお手元に配布さ

せていただきました。次週、承認いただくため

年次総会を開催いたします。

◇ 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

123名 87名 36名 76.32%

（内Zoom出席７名）

前週訂正出席率　86.44%

◇ 会員メークアップ

11/23� 職業奉仕セミナー

� 大久保博之、髙原　　裕、片岡　宗厳

� 横須賀良一、豊﨑　一彦

11/25� 水戸東ＲＣ　横須賀満夫

12/2� 北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

12/6 ～ 8　第50回ロータリー研究会

� 井上壽博

◇ にこにこＢＯＸ

� 鈴木（勝）委員長

大久保会員……本日は当学園の１年生がクリス

マスソングを歌わせて戴きありがとうござい

ます。

関根会員……本日、イニシエーションスピーチ

をさせて頂きます。宜しくお願いします。

二川会員……お陰様で長女が ICU の指定校推

薦に合格致しました。ロータリーの方々には

大変お世話になりました。

松井会員……寒くなりました。

照沼会員……ヤクルトご馳走様。

山口（政）会員……いつも写真をありがとうござ

います。

杉本会員……お陰様で支社開設95周年を迎え

させて頂きました。

宮﨑会員……関根さん、卓話頑張って下さい。

大関会員……鈴木委員長の圧力に負けました。

田中（邦）会員……誕生日プレゼントありがとう

ございました。

益子会員・吉原会員・山西会員・木梨会員・

小川（洋）会員……誕生日祝いをありがとうござ

います。

小田部会員・川﨑 (隆)会員……妻の誕生祝有難

うございます。

上野会員……妻の誕生日は12月８日ですが、

お陰様で家庭内は平和にしております。

鈴木（勝）会員……今年も良い一年で終わります

ように！

本日の合計 19件 120,000円

◇ 財団ＢＯＸ

八文字典昭会員……財団の友献金

（第10回）＄100　11,400円�（累計＄3,000）

工藤　勝則会員……財団の友献金

（第７回）＄100　11,400円� （累計 ＄700）

大関竜太郎会員……財団の友献金

（第５回）＄100　11,400円� （累計 ＄500）

木梨　正之会員……財団の友献金

（第１回）＄100　11,400円� （累計 ＄100）

この計 ４件 45,600円

12 月第１例会 司会　土子副委員長例 会 報 告



◇ 米山ＢＯＸ

八文字典昭会員……米山功労者献金

（第１回）　10,000円� （累計　�310,000円）

清水　洋一会員……米山功労者献金

（第８回）　10,000円� （累計　�280,000円）

宮﨑　雅彦会員……米山功労者献金

（第10回）　10,000円� （累計　�200,000円）

鎌倉　孝光会員……米山功労者献金

（第２回）　10,000円� （累計　�120,000円）

工藤　勝則会員……準米山功労者献金

（第９回）　10,000円� （累計　　90,000円）

木梨　正之会員……準米山功労者献金

（第１回）　10,000円� （累計　　10,000円）

この計 ６件 60,000円

◇ 幹事報告

白田幹事

１．2022～2023年度国際ロータリー会長は、

カナダのジェニファーＥ．ジョーンズ氏が選

出されています。

　　2023 ～ 2024年度国際ロータリー会長に、

スコットランド、サウスクイーンズフェリー・

ロータリークラブ会員のゴードン R．マッキ

ナリー氏が選出されました。10月1日に会長

ノミニーとして宣言されました。

◇ 次々年度および次年度役員・理事（案）

　役員　会　長� 川名　信博

　　　　　　（前年度年次総会にて承認）

　　　　次々年度会長� 清水　洋一

　　　　副会長� 櫻場　誠二

　　　　幹　事� 長野　久嗣

　　　　会　計� 増山　英和

　　　　直前会長� 岡﨑恵一郎

　理事　職業奉仕委員長� 沼田　邦郎

　　　　社会奉仕委員長� 中庭　　忠

　　　　青少年奉仕委員長� 中村　三喜

　　　　国際奉仕委員長� 成田　浩明

　　　　ロータリー財団委員長� 任田　正史

　　　　米山奨学委員長� 神尾圭太郎

　　　　サポート委員長� 齊藤　佳昭

　　　　プログラム委員長� 荒川　繁美

　　　　親睦活動委員長� 海野　勝人

　　　　ニコニコBOX委員長� 高尾　哲也

◇ 12月定例理事会報告

日時　12月７日㈫　11：30～12：00

場所　水戸三の丸ホテル

議題１）米山奨学生辞退について

　　２）退会会員について

　　３）水戸市こども支援事業について

　　４）2022～23年度地区委員の推薦について

　　５）2022～23年度役員・理事（案）について

　　６）水戸市内６ＲＣ合同例会について

　　７）新年家族会について

　　８）12月・１月例会プログラムについて

　　９）会計報告

　　10）水戸市内６ＲＣ合同例会出席について

例　会　予　告

１２月２１日（火）
卓話「ローターアクト活動報告」
� 水戸ローターアクト
� 会長　青木　菜摘�さん
� 幹事　大竹　麻子�さん

１２月２８日（火）
―�定款第７条第１節により休会�―

2022年
１月４日（火）
―�定款第７条第１節により休会�―

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。……

＜会員からの俳句・短歌・川柳＞

◇ 先週（11月30日）　俳句

立冬や　病室で見る　母の背な
� 北島　風鳶

◇ 先週（11月30日）　短歌

GO-TOが　豪華な遊行　誘っても
� 感染したら　自己責任
� 牧　　厚志

◇ 今週　俳句

鋏待つ　赤きカンナの　潔よさ
� 北島　風鳶

◇ 今週　短歌

有線から　流れてきた　神田川
� 忘れ得ぬあの　青春の日々
� 牧　　厚志


