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　若いころ、私は世界遺産巡りが趣味でした。

アメリカから始まりイタリア、ドイツ、スイ

ス、フランス、トルコ、エジプト、ペルー、オー

ストラリア、中国など15か国。ほぼバック

パッカーに近い旅でした。仕事をしてお金を

貯めては長期休暇をとり旅をする。そんな充

実した時代がありました。子供の頃は飛行機

なんて夢のまた夢。地球儀で行きたい国にし

るしを付けて、大人になったら旅をする・・・

そう決めていました。マチュピチュやモニュ

メントバレー、ピラミッド、アブシンベル神

殿、ノイシュバンシュタイン城、カッパドキ

ア、パムッカレ、モンサンミッシェル、万里

の長城、九寨溝・・・テレビや本で見ていた

世界遺産をこの目で見て体で感じる。本当に

素晴らしい経験でした。

　旅をしていくと、意外と地球は小さいと感

じてきます。地球の裏側も20時間もあれば

着いてしまう。時間とお金に余裕があれば何

処だって行くことが出来る。いつかそんな仕

事が出来たらいいなと感じていました。

　その後、会社を起業し、色々な人材ビジネ

スをしていくうちに、縁あって外国人技能実

習生受入事業をするようになりました。コロ

ナ前ですが、多いときは年に10回ほど海外

（ほぼベトナム）に仕事で行くようになりま

した。元々サラリーマンだった私にとっては

海外での仕事は憧れでした。実際には大変な

ことも多いですが、社員と力を合わせて乗り

越えながら、充実した日々を送っています。

　今後も、様々な国の人と出会い、その国の

人が幸せになるお手伝いをしていきたいと考

えています。まさに今年度の RI テーマ「奉

仕しよう　みんなの人生を豊かにするため

に」であります。微力でではありますが、社

業を通じて貢献していきたいと思います。

　しかし、次に海外に行けるのはいつになる

のでしょう・・・。あの時感動した世界遺産

を、いつか妻や子どもたちにも見せてあげた

いと思っています。今はただ、コロナウイル

ス感染の終息を願うばかりです。



◇ 会員組織委員会

委員長　川名　信博

　会員組織委員会は、

「職業分類」「会員増強」

「会員選考」「ロータ

リー情報」「サポート」

の５つの委員会にて構

成され、水戸ロータ

リークラブ入会希望の

方が最初にロータリー

活動に触れる入口、そ

して水戸ロータリークラブの活動を理解して頂

き、また会員との交流をはかる役割を担ってい

ます。

　職業分類委員会は谷川委員長、RI等で職業

分類がほぼ意味をなさなくなっているなか、水

戸ＲＣとしては伝統に重きを置き、しっかりと

分類をし、未充填分野の会員への広報にも努め

ていただきたいと思います。

　会員増強委員会、根本委員長には、昨年の内

藤年度を追い越す勢いで、会員増強に励んで頂

きたいと思います。少なくとも岡﨑会長目標の、

純増２名、女性会員の入会は是非達成して頂き

たいと思います。

　会員選考委員会、小櫃委員長には、日頃の鋭

い視点で、会員選考にあたって頂ければと思い

ます。

　ロータリー情報委員会、この委員会は歴代幹

事が務める委員会で、水戸ＲＣの直近の事を熟

知した、二川委員長に新会員候補者への、的確

な情報発信をお願いいたします。

　サポート委員会、篠﨑委員長、この委員会が

発足して２度目の委員長かと記憶しております。

内藤年度はコロナ禍で活動出来なかった委員会

です。是非内藤年度の分も含め、２年分活動す

るつもりで、頑張って頂ければと思います。

　昨年から交流を深める活動がコロナ禍により、

叶いませんでしたので、その分も含め、入会間

もない会員サポート活動を重点的に行い、また

会長重点項目の退会防止にもつなげてまいりま

す。

　会長方針にある、「弘道とはなんぞ。人よく

道を弘むるなり。」のもと、水戸ロータリーク

ラブの歴史等、学びの機会をサポート委員会の

活動を通じて、開催したいと考えています。

　岡﨑年度を盛り上げる為には、皆様のご協力

とご理解が必要です。

　１年間宜しくお願いいたします。

◇ クラブ管理運営委員会

委員長　清水　洋一

　クラブ管理運営委員

会は、公共イメージ向

上委員会　後藤委員長、

プログラム委員会　藤

田委員長、出席委員会

　山口（晃）委員長、親

睦活動委員会　高貫委

員長、クラブ会報委員

会　長野（久）委員長、会

場委員会　川﨑（隆）委員長、雑誌委員会　荻原

委員長、ニコニコＢＯＸ委員会　鈴木（勝）委員

長、友好クラブ交流委員会　香嶋委員長の９名

の委員長によって構成されております。

　ロータリークラブ活動の要を担っている各委

員会です。昨年度からスタートしました、公共

イメージ向上委員会はクラブ広報と記録が一つ

になった委員会であり、２年目を迎える今年は、

クラブ戦略計画委員会の意図を十分に理解し、

後藤委員長には、発展させて頂ける様お願い致

します。

　他の８つの委員会の委員長の皆さんは、ロー

タリー経験の豊富なメンバーですので、大変心

強く思っております。現在のところでは、コロ

ナのワクチン接種も少しずつ進み、若干の明る

い情報も少しずつではありますが、聞こえてま

いりました。

　何かと窮屈な思いや、制約のある活動を余儀

なくさせられることもあるかとは思いますが、

有意義なロータリーライフをサポートしていき

たいと思いますので、会員皆様のご協力をお願

い致します。

【卓　話】 新 年 度 委 員 会 活 動 計 画



◇ ビジター紹介

水戸南ＲＣ　会長　篠原　　勉	会員

　　〃　　　幹事　石井　浩一	会員

◇ 水戸南ＲＣ会長・幹事挨拶

篠原　　勉 会長

　皆様方の前でご挨拶

をさせていただくこと

は大変緊張するところ

であります。

　私たち水戸南ＲＣは

過去に最大瞬間風速で

会員数が100名を超え

たこともありましたが、

今期期首で79名スタートとなっております。

　本年度、私たちは気品にあふれる安定したク

ラブを目指して頑張っていきたいと存じます。

　一年間、どうか宜しくお願いいたします。

石井　浩一 幹事

　この１年間ご指導を

宜しくお願いいたしま

す。

７月第２例会 司会　奥野委員例 会 報 告

◇ 青少年奉仕委員会

委員長　高尾　哲也

　本委員会は、ロー

ターアクト (RA)、イン

ターアクト（IA）、ロー

タリー青少年指導者養

成プログラム（RYLA）、

青少年交換などを通じ

て、青少年や若い世代

の社会人がリーダー

シップ能力を伸ばせる

よう支援することを目的としています。コロナ

禍のため、今年度の交換留学や IA台湾研修な

ど海外移動を伴う事業は中止となりますが、

IA ではフードバンク茨城のボランティア活動、

RA では道路里親制度の活動など新たな動きも

始まっています。これらへの活動支援とともに、

①地区主催の海岸美化プロジェクトへの参加、

② IA・RA合同の事業推進、③ RYLA事業の

サポート、IA委員会の荒川委員長、RA委員

会の小宅委員長と連携しながら行う予定です。

水戸 RAC では、新会員の勧誘・募集をしてお

ります。会員企業の若手社員さん等にぜひお声

かけ頂けましたら幸いです。本委員会の活動に

ご理解ご協力をお願い申し上げます。１年間よ

ろしくお願い申し上げます。

◇ 職業奉仕委員会

委員長　豊﨑　一彦

　今年度の事業計画に

ついてですが、ビジネ

スフェイスシート改訂

につきましては現在作

業途中であります。茨

城県水戸高等特別支援

学校の就労支援及び常

磐大学高等学校を対象

とした職場体験プログ

ラムを計画しております。実施にあたっては会

員の皆様の職場宛のアンケートが必要不可欠で

す。現状、アンケートへの回答率は決して高く

ありません。会員の皆様のご協力をお願いしま

す。職場訪問につきましてはしばらく実施して

いないので是非ともやりたいのですが、コロナ

禍という制約があるため、実施の可否を慎重に

見極めたいと考えています。またクラブ戦略計

画に基づく改善点といたしましては、中高生で

のロータリークラブの認知度を高めることが必

要とされているとのことなので、何らかの方策

を考えて実行に移していきたいと思います。

一年間よろしくお願い申し上げます。



◇ ゲスト紹介

第３分区ガバナー補佐

　　　　　　大木　清実	氏（水戸さくらＲＣ）

米山奨学生　趙　　文琪	さん

◇ 第３分区ガバナー補佐挨拶

第３分区ガバナー補佐 　　　　　

大木　清実 氏（水戸さくらＲＣ）

　本年度第３分区ガバ

ナー補佐を仰せつかり

ました大木清実と申し

ます。１年間、宜しく

お願い致します。本年

度の RI会長はインド

のシェカール・メータ

氏でありまして、本年

度のテーマは「奉仕しよう　みんなの人生を豊

かにするために」です。特に理念として次世代

の女性リーダーが成功するための必要なツール

にアクセスできるよう、「女子のエンパワメン

ト」に焦点を置き、女子のための教育、リソー

ス、サービス、機会を確保することに力を注い

でほしいと考えています。	また、「多様性、公

平さ、インクルージョン（包摂性）がすべての

活動において重要である」という理念を活動の

指針とするよう会員に求めています。

　またRI第2820地区の代表は第30代ガバナー

新井和雄氏であります。

　新井ガバナーからは五つの強調事項を皆さん

にお伝えくださいとのお言葉を頂いています。

１．ロータリー活動、奉仕活動等においてコロ

ナ対策の徹底。

２．ロータリー奉仕デーに多くの皆様のご参加

をお願いします。

３．ロータリー会長賞の受賞を目指してください。

４．会員一人が身近な誰かを一人会員に推薦し

てください。

５．クラブ定款の再確認と細則の再検討をして

ください。

　また９月12日「茨城海岸美化プロジェクト」

「地球環境保全プロジェクト」へのご参画をお

願いいたします。

◇ 米山奨学生挨拶

趙　　文琪 さん

　私は中国杭州から参

りました。杭州には西

湖をはじめとする三つ

の世界文化遺産があり

ます。

　中国東部には活火山

がないので、日本に来

て煙を上げる活火山を

初めて見ました。私の一番好きな活火山は九州

の阿蘇山です。

　国を離れて違う国に来て価値観の違う方々と

出会いそして交流してとても有意義な経験をし

ていると感じています。

　皆様、本年度はよろしくお願いいたします。

◇ 前年度出席100％記念品贈呈

　岡﨑会長より、前年度出席100％会員を代表し

て横須賀満夫会員には、記念品が手渡されました。

◇ 会長の時間

岡﨑会長

　ガバナー補佐の大木様、地区方針・海岸清掃

プロジェクト・フォトコンテストのご紹介いた

だきありがとうございました。

　先週の例会後には、白田幹事と、常陽銀行・

寺門一義会長、NHK・田中文弥局長、茨城新聞・

沼田安弘社長にご挨拶回りをしてきました。

　さて、本日プログラム裏面に内藤年度・出席

100%会員のお名前を掲載させていただきまし

た。今回は、単年度ではなく、複数年の100%

出席状況を事務局に調査してもらいましたので、

紹介します。

　５～９年連続100%出席の会員は、５年・３

名、７年・２名、８年・２名、９年・３名。そ

の中で、篠﨑会員（９年）、谷川会員（７年）

は入会以来連続で100%です。



　次に、10年以上連続100%出席の会員は８名。

高沢会員・沼田（元）会員が10年連続、石島元

会員18年、清水会員19年連続（入会以来）です。

　そして、上位４名をご紹介いたします。４

名とも入会以来連続100%出席で、横須賀満夫

会員42年連続、井上壽博会員37年５か月連続、

石井隆志会員36年11か月連続、砂押憲正会員

27年10か月です。

　入会以来100%連続という、レジェンドとも

いえる上位５名を追いかける資格があるのは、

篠﨑会員・谷川会員。その他、まだ年数は少な

いのですが、神尾（友）会員、中村会員、小宅会

員も入会以来100%を続けています。

　他の皆様も、複数年連続100%出席、100%

出席年通算回数などの指標達成をめざし、がん

ばりましょう。

◇ 出席報告

豊﨑（繁）委員

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

116名 84名 32名 75.00%

（内 Zoom出席 2名）

前週訂正出席率　78.18%

◇ 会員メークアップ

7/7	 北海道2500ＲＥＣ　		櫻場　誠二

	 ワールド大阪ＲＥＣ　秋葉　良孝

7/9	 北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

7/10	 クラブ奉仕委員会

　　　　荒川　繫美、岡﨑恵一郎、白田　礼治、

　　　　川名　信博

7/11	 諮問委員会　井上　壽博、大久保博之

◇ にこにこＢＯＸ

	 鈴木（勝）委員長

大木第３分区ガバナー補佐（水戸さくらＲＣ）

……岡﨑会長白田幹事のスタートを祝します。

本日は宜しくお願い致します。

篠原会員（水戸南ＲＣ）……水戸南ＲＣ本年度

会長の篠原です。１年間よろしくお願いします。

川名会員……本日卓話です。一年間よろしくお

願いします。

高尾会員……本日卓話お願い致します。

大久保会員……岡﨑丸の船出が白田航海長ととも

に無事に過ぎます事、一クルーとして祈ります。

髙原会員……岡﨑さん、白田さん頑張って下さい。

小田部会員……岡﨑会長がんばって !!

小泉会員……ワクチン２回完了しました。

大関会員……鈴木委員長有難うございます。

小宅会員……本年度ローターアクト委員長を仰

せつかりました。一年間宜しくお願い致しま

す。アクト例会にも是非ご参加下さい。

稲毛会員……白ちゃん頑張れ。

中村会員……孫が今日テキサスに戻りました。

川﨑（隆）会員・大崎会員……岡﨑会長、白田幹

事一年間よろしくお願いします。

齊藤（佳）会員……誕生日プレゼントありがとう

ございました。ワクチンも１回目接種できました。

後藤会員……誕生祝いをありがとうございます。

豊﨑（繁）会員……妻の誕生祝いに感謝。

関根会員……妻の誕生日プレゼントありがとう

ございます。そして岡﨑会長、白田幹事宜し

くお願い致します。

本日の合計 18件 930,000円

◇ 財団ＢＯＸ

高尾　哲也会員……財団の友献金

（第４回）　　　＄100	 11,100円　

	 （累計　＄1,400）

谷川　好一会員……財団の友献金

（第４回）　　　＄100	 11,100円　

	 （累計　＄1,400）

中村　三喜会員……財団の友献金

（第９回）　　　＄100	 11,100円　

	 （累計		　＄900）

川﨑　隆一会員……財団の友献金

（第４回）　　　＄100	 11,100円　

	 （累計　		＄400）

篠田　吉孝会員……財団の友献金

（第３回）　　　＄100	 11,100円　

	 （累計　		＄300）

この計 ５件 55,500円

◇ 米山ＢＯＸ

寺門　一義会員……米山功労者献金

（第６回）	 10,000円　

	 （累計　	160,000円）



中村　三喜会員……米山功労者献金

（第１回）	 10,000円　

	 （累計　	110,000円）

川﨑　隆一会員……準米山功労者献金

（第４回）	 10,000円　

	 （累計　　40,000円）

富田　敬子会員……準米山功労者献金

（第２回）	 10,000円　

	 （累計　　20,000円）

この計 ４件 40,000円

◇ 幹事報告

白田幹事

１．水戸市内６ＲＣ会長幹事会が開催されます。

　　と　き　７月16日㈮　18：30

　　ところ　水戸京成ホテル　景山

　　出席者　岡﨑恵一郎	会長・白田　礼治	幹事

　　議　題　１．水戸市内６ＲＣの今年度の行

事について

　　　　　　２．その他

２．第2820地区研究会が開催されます。

・社会奉仕・ロータリー財団合同研究会

　　と　き　７月17日㈯

　　　受付（Zoom配信）９：30

　　　会議　10：00～12：00

　　ところ　ダイヤモンドホール又は

　　　　　　Zoom会議

　　出席者　横須賀　靖	社会奉仕委員長・

　　　　　　鯉沼　弘之	ロータリー財団委員長

　　　　　　他地区関係者

・青少年奉仕研究会

　　と　き　７月18日㈰

　　　受付（Zoom配信）９：30

　　　会議　10：00～11：30

　　ところ　ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸

　　　　　　又はＺｏｏｍ会議

　　出席者　高尾　哲也	青少年奉仕委員長・

　　　　　　小宅　敦雄	ローターアクト委員長

　　　　　　荒川　繁美	インターアクト委員長、

　　　　　　他地区関係者

・国際奉仕研究会

　　と　き　７月22日(祝)

　　　受付（Zoom配信）９：00

例　会　予　告

８月３日（火）
―イニシエーションスピーチ―

工藤　勝則	会員
８月１０日（火）
―定款第７条第１節により休会―

８月１７日（火）
卓話「渋沢栄一と水戸」
　　　　　清真学園高等学校・中学校

教諭　稲葉　寿郎	氏

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。……

　　　会議　９：30～12：00

　　ところ　ダイヤモンドホール又は

　　　　　　Zoom会議

　　出席者　安　　圭一	国際奉仕委員長・

　　　　　　白田　礼治	幹事、他地区関係者

３．水戸市内６RC例会休会及び日時変更のお

知らせ

　　水戸西ＲＣ　７月21日㈬

　　　―定款第７条第１節により休会―

　　水戸南ＲＣ　７月30日㈮　12：30

～～ 2020～2021年度　出席100％の会員～～

藤田　卓也、二川　泰久、後藤　直樹、

白田　礼治、秀　　洋一、井上　壽博、

石井　隆志、石川　真二、神尾　友勝、

香嶋　　貴、片岡　宗厳、川名　信博、

川﨑　隆一、衣笠　　勤、北島　重司、

鯉沼　弘之、小泉不二夫、牧　　厚志、

増山　英和、長野　久嗣、内藤　　学、

中村　三喜、成田　浩明、沼田　元良、

小櫃　重秀、荻原　　武、岡﨑恵一郎、

大崎　則彦、小宅　敦雄、齊藤　佳昭、

櫻場　誠二、清水　洋一、篠﨑　和則、

杉本　　健、砂押　憲正、高貫　　修、

高沢　　彰、田中　邦彦、谷川　好一、

土子　仁志、海野　勝人、山口　政美、

山西　　裕、横須賀満夫、横須賀良一、

横須賀　靖、吉原　清寿、（石島　弘之）

（計48名）


