
大変革のラジオ
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　「Lucky�FM　茨城放送」（４月に愛称を改変）

は、今年７月１日、つくば市の宝篋山山頂に FM

補完中継局「つくば局」を開局しました。県南地

区に点在していた難聴地点を合理的に解消する

のが目的で、周波数は既存のラジオで受信でき

る88.1MHz です。常磐線、つくばエクスプレス

（TX）沿線、並びに車で常磐道、圏央道を利用す

る皆さんにとっても利便性が格段に高まると期待

しています。また、つくば局開局と同時にインター

ネットラジオ「radiko」の無料配信エリアが茨城

県限定から関東１都６県に拡大し、コンテンツも

首都圏を意識した内容に改変しています。引き続

き、文字、音声、動画を有機的に統合した「クロ

スメディア」のさきがけを目指していきます。

　茨城放送は1963年４月、県域 AM ラジオ放送

局として開局しましたが、2011年３月の東日本

大震災を契機にラジオの有用性が再認識され、国

の国土強靭化政策の一環として、「FM補完中継

局」の制度が設けられました。FM補完中継局とは、

AM ラジオの放送対象地域で、災害対策や、難聴

対策のために整備される FM方式による中継局の

ことです。当社は、この制度を活用し、2015年

８月に主たる FM補完中継局を加波山（桜川市）

に、同年12月に日立中継局、2018年４月に守谷

中継局を追加開局しました。つくば局は、守谷局

を強化して移設したものです。

　「日本全国の民放AMラジオ47局のうち、44局

は2028年秋までにFM局となることを目指します」

　今年６月、こんなニュースが流れたことは、ご

存じでしょうか。「ワイド FM（FM補完放送）対

応端末普及を目指す連絡会」が、AM ラジオの

FM転換に向けたロードマップを発表しました。

FM転換とは、AM事業者が FM事業者に変わる

というもので、半世紀以上の歴史を持つ日本のラ

ジオにとって大転換となります。北海道の２局に

秋田１局の計３局は FM でのカバーには多額の設

備投資が求められるため、今回の共同宣言に入り

ませんでした。2023年秋の再免許以降に開始さ

れる予定の「総務省�AM停波の実証実験」につい

ては、AM ラジオ47社中、当社を含む21社が参

加を予定しています。また、AM停波の実証実験

は2025年にも予定されており、次の放送免許更

新の2028年までには、大多数の FM放送への転

換局と、少数のAM、FM併用局になりそうです。



　一昨年の10月に内

藤前会長、任田会員に

ご紹介頂き、入会をさ

せて頂きました奥野康

作と申します。今日は

５つのことについてお

話します。

　まずは勤務をしてお

ります株式会社ブック

エースについてです。

　1986年に水戸市の茨城大学前で会長の中村

が創業致しました。当時は本屋、レンタル屋は

商店街の中に別々にあり営業時間も長くありま

せんでした。そんな中、車を駐車できるロード

サイドに本屋とレンタル屋が一緒になった、家

族で来ても大丈夫な明るいお店で、夜遅くまで

営業しているお店を開業しました。お客様から

は大好評を頂いたと聞いております。それか

ら36年、現在は５つの事業、32カ店、社員は

110名、パート、アルバイトさんは約800名の

方々に働いて頂いております。

　２つ目は私が水戸で勤務することになった理

由です。2011年、私は TSUTAYA本部の関

東地区責任者として勤務をしておりました。そ

の際に東日本大震災があり、担当企業の中で１

番被害が大きかったのがブックエースでした。

立て直しが必要とのことで出資をすると共に、

志願をして出向をして参りました。

　元々、外部の企業で自分の力を試したいとい

う想いがありました。また社長という職業に興

味を持っておりました。ブックエースに勤務し

て２年半経った頃に、当時の中村社長に「自分

に社長をさせて欲しい」と懇願し、就任させて

頂く事になりました。現在で７年が経ちました

が、社長業はいつも「最高にエキサイティング」

です。

　３つ目は私の生い立ちになります。

　生まれは京都市、小学校時代から滋賀県に

住んでおりますのでほぼ滋賀県民ですが、出身

地を聞かれますと見栄を張り「京都」と言って

しまいます。まだまだ修行が足りません。

　滋賀県には琵琶湖、近江牛、安土城、彦根城、

比叡山などなどあり、大阪の都心部から電車で

１時間程度、程よく田舎ですので、どこか茨城

県と似ていると思っております。

　４つ目は私が座右の銘に出会う「比叡山高校」

時代のお話についてです。比叡山という山は京

都との境にあり、最澄が806年に天台宗を開祖

し延暦寺を建立しました。親鸞、栄西、日蓮な

ど各宗派の開祖たちが修行をされた山としても

有名で、根本中堂には1200年灯り続ける「不

滅の法灯」があります。

　そんな厳しい山の麓に「比叡山高校」があり

ます。通学には最寄り駅から坂道、山道？を

20分登り、毎朝は般若心経を念じてから授業

が始まります。入学すると般若心経の暗記テス

トがあり覚えられないと退学です。そんな修行

のような日々を過ごしておりました。

　最後は私の座右の銘についてです。

　２つあります。

　どちらも比叡山高校の校訓からですが、「一

隅を照らす」、「己を忘れて他を利する　忘己利

他（もうこりた）」です。

　「一隅を照らす」とは「与えられた場所で一

所懸命励むことにより、その周りを明るく、輝

かせることの出来る人になりなさい」というこ

とです。これこそ国の宝なりと教えて頂きまし

た。

　また、「忘己利他」とは「自分のためにと思

うより、大切な人、チームのためにと思ったほ

うが力が湧いてくる。そうすることが１番自分

自身を成長させるし、最終的にはすべて自分に

返ってくる」と言われました。

　その当時は何とも思っておりませんでしたが、

社会での経験をしてから改めて振り返りますと、

「とても良い言葉だな、その通りだな」と思う

ことが多く、座右の銘にしております。

　東日本大震災が無ければこの水戸で働くこと

もなかったと思うと感慨深いものがあります。

水戸ロータリークラブの皆様とのご縁にも感謝

しております。今後ともご指導よろしくお願い

致します。

　最後に一言「私の話は忘己利他、もう懲り

た？・・・」ありがとうございました！

【卓　話】 私の座右の銘について 奥野　康作�会員（書籍教材販売）



◇ 会長の時間

岡﨑会長

　オミクロン株による感染が増加し、大井川知

事が21日「まん延防止等重点措置の適用を国

に要請した」と発表しました。27日木曜日か

ら適用の見込みのようですが、本日の例会から

時間短縮開催、会食はせずお弁当の持ち帰りと

させていただきます。ご不便をおかけしますが、

よろしくお願いいたします。

　２週間前、例会後に水戸市・高橋市長を訪問

し、「経済的に恵まれない子どもたちへの支援

に関する協定」を締結してまいりました。中心

となって準備を進めていただきました横須賀

（靖）社会奉仕委員長、白田幹事にお礼申し上げ

ます。詳細は委員会報告で横須賀（靖）委員長よ

り報告いただきます。

　先週の新年例会も無事開催できました。いつ

もの例会より１時間早くご祈祷がございました

が、多くの会員に参加いただきありがとうござ

いました。設営いただきました親睦活動・会場

の皆様にもお礼申し上げます。

　マイロータリーの Web を見ますとトップ

ページにジェニファー・ジョーンズ RI会長エ

レクトのロータリーテーマが掲載されました。

詳細は次年度川名会長の第１回の卓話で紹介さ

れると思いますので本日はあえて紹介を控えて

おきます。興味のある方はご自身でマイロータ

リーにログインし、ご確認ください。

　また、大久保ガバナー・清水会長年度の RI

会長も昨年10月に決まっており、スコット

ランドのゴードン�R. マッキナリー氏です。髭

をはやしメガネをかけている感じが大久保さん

に通じるところがあるように感じます。こちら

も Web に掲載されていますので、ご紹介いた

しました。

◇ 出席報告

成田副委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

122名 92名 30名 77.97%

（内Zoom出席14名）

前週訂正出席率　71.30%

◇ 会員メークアップ

１/22� 地区社会奉仕・ロータリー財団合同セミナー

� 土子　仁志、横須賀　靖、鯉沼　弘之

◇ にこにこＢＯＸ

� 鈴木（勝）委員長

奥野会員……本日イニシエーションスピーチを

します。どうぞよろしくお願いいたします。

木梨会員……今年も宜しくお願いします。

土子会員……大みそかに孫が誕生しました。

二川会員……大関さん、大洗月例優勝おめでと

うございます。そしてごちそうさまでした。

照沼会員……里山を掃除しました。

任田会員……コロナの終息を願って

吉原会員……あじけん、３位賞ありがとうござ

います。

本多会員……コロナ禍が早く収まりますように。

本日の合計 ８件 50,000円

１月の合計 49件 290,000円

累　計 350件 2,047,800円

◇ 財団ＢＯＸ

内藤　　学会員……財団の友献金

（第２回）＄100　11,500円（累計 ＄4,200）

成田　浩明会員……財団の友献金

（第８回）＄100　11,500円（累計 ＄1,800）

この計 ２件 23,000円

◇ 米山ＢＯＸ

石川　真二会員……準米山功労者献金

（第４回）　10,000円� （累計　40,000円）

この計 １件 10,000円

◇ 幹事報告

白田幹事

１．２月定例理事会が開催されます。役員・理

事の方々のご出席をお願い致します。

　　と　き　２月１日㈫　11：30

１月第４例会 司会　土子副委員長例 会 報 告



　　ところ　例会場

� （ホテルテラス　ザ　ガーデン水戸）

　　議　題　１）新会員候補者審議について

　　　　　　２）新会員候補者所属委員会に

　　　　　　　　ついて

　　　　　　３）２月・３月例会プログラム

　　　　　　　　について

　　　　　　４）会計報告

　　　　　　５）その他

２．第３分区 IM の開催はコロナウイルス感染

再拡大により一部変更となります。

　　IM の報告書は DVD にて各クラブに配布

される予定です。

　　と　き　２月５日㈯　登録�12：30

　　　　　　開会�13：00　閉会�16：00

　　ところ　水戸京成ホテル　2F�瑠璃の間

　　クラブ発表　テーマ

　　　　　　　「クラブ奉仕活動について」

� 各クラブ会長又は幹事

　　記念講演　「地球温暖化防止活動推進

� スキルアップ研修会」

　　　　　　　東京大学　名誉教授

� 山本　良一�氏

　　参加者　岡﨑恵一郎�会長・

　　　　　　白田　礼治�幹事のみ

� （他クラブも同様）

＊ホストクラブより登録料のみが返金になり

ますので、返金された後登録された会員に

はお返しいたします。

３．今年度第１回ロータリーを楽しむ会が

Zoom開催されます。現在の参加者人数は39

名となっております。

　　と　き　２月１日㈫　開会�19：00

　　　　　　講演�19：05

　　　　　　「鉄道四方山話（仮題）」

� 小川　一路�会員（鉄道輸送）

　　　　　　懇親会�19：50（Zoomにて）

＊初めての Zoom開催となり、お食事はそ

れぞれご注文していただき当日17：30～

18：30までに、山口楼本店にて販売いたし

ます。お弁当の申し込みは希望者のみです。

食品ロスになりますのでお申し込みされた

会員は必ず時間内に取りに来ていただきた

いと存じます。

４．１月11日に、水戸市市役所会議室にて、

水戸市と水戸ＲＣにおいて、経済的に恵まれ

ない子供たちへの支援に関する協定がなされ

ました。

例　会　予　告

� 於　ホテルテラス　ザ　ガーデン水戸
２月　８日（火）
―�イニシエーションスピーチ�―
卓話「私の履歴書」
� 中條　太志�会員

２月１５日（火）
卓話「俳句に遊ぶ」
� 常磐短期大学 　　　　　　　　　
� 名誉教授　瀧口　泰行�氏

２月２２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＞

◇ 先週の俳句

大寒や　能面のごと　白マスク
� 北島　風鳶

◇ 今週の俳句

寒椿　池に落ちれば　錦鯉
� 照沼　重輝

12月21日の週報に掲載された連歌に誤字

がありましたので再掲載いたします。

◇ 連歌

三の丸　弘道館から　大手橋
� 渡れば二の丸　水戸城跡
大手門　潜れば白壁　角櫓
� その先見ゆる　本城橋
深き谷　超えれば本丸　薬医門
� 左那珂川　右に千波湖
水都美都魅都�ここは御三家�水戸徳川
� 誇り高き　我が城下町
� 牧　　厚志


