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　今年は千波湖の水質、特にアオコに注目です。

　水戸ロータリークラブの声掛けにより、千

波湖水質浄化推進協会が発足してから12年

余り、千波湖の南岸は300ｍに亘り緑の「市

民ビオトープ」が実現されました。多くの市

民の皆さんの努力の賜物です。特に積極的に

参加していただいた子供たちのお陰です。大

久保会長年度、私が社会奉仕委員長として命

を受け今日に至っています。

　その千波湖ですが、今年は待望の導水量が

増える予定なのです。導水量が増えれば湖水

の滞留時間は短くなり、アオコの発生を抑制

することができるのです。夏場にアオコのな

い水のきれいな千波湖を想像してみてくださ

い。更に水戸の魅力が輝くことは間違いあり

ません。逆に千波湖周辺がどんなに整備され

たとしても、千波湖の水が汚れアオコが浮い

ていたのでは台無しです。

　というわけで皆さん、今年は千波湖の水に

注目してください。市民の厳しい目線が環境

問題やまちづくりにはとても有効です。今年

は特に千波湖のアオコに注目して、みんなで

「ついでにモニタリング活動」をしましょう。

よろしくお願いします。

　さて、最後に少しだけ PR をさせてくださ

い。実は宮下銀座に、水戸東照宮の宮本宮司

さんのご協力を得て、水戸で初めての寄席の

開設準備中です。大久保元会長、そして内藤

直前会長や私、また、多くの水戸ロータリー

クラブの会員の皆さまのご支援も得て、夏頃

にオープンできるといいなと準備中です。詳

細は近くプレスリリースできると思いますの

で楽しみにお待ちください。まちには面白い

楽しいコンテンツがないと魅力が高まりませ

ん。「笑い」を切り口に水戸の魅力づくりの

お役に立ちたいものです。



◇ 会員組織委員会

委員長　川名　信博

　会員組織委員会、「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

クラブ入会候補者の方

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。

　谷川職業分類委員長には入会候補者につきま

して、適正な職業分類をして頂きました。

　根本会員増強委員長には、地元企業の会員増

強に尽して頂き会員基盤向上に寄与して頂きま

した。岡﨑年度初めの家庭集会は、少しはらは

らしました。

　小櫃会員選考委員長には適正な選考委員会開

催をして頂きました。

　二川ロータリー情報委員長には、コロナ禍の

為、例会開始前の新会員オリエンテーションの

形態ではありましたが、わかり易いオリエン

テーションを開催して頂きました。

　篠﨑サポート委員長には、ロータリーを楽し

む会を Zoom開催して頂き、１度目の講話は、

JR小川会員の講話、２度目は篠﨑委員長の講話、

その後のオンライン呑み会、山口楼のお弁当を

各自召し上がりながら、新しい形でのイベント

となりました。

　それぞれの委員長は、ほぼ新会員オリエンテー

ションにも参加頂き、会員組織委員会としての、

纏まりが感じられる１年になったと思います。

　１年間で14名の会員の入会に、この５つの

委員会で、岡﨑会長のもと、纏まりをもって活

動させて頂いた事に感謝致し、会員組織委員会

の活動報告とさせて頂きます。

　次年度への引継ぎ事項と致しましては、ウィ

ズコロナを見据えて、なるべく通常の活動へシ

フトする方法を、工夫して頂ければと思います。

　また、女性メンバーの増強にも注力して活動

して頂きたいです。

　１年間岡﨑会長・白田幹事、会員の皆様のご

協力ありがとうございました。

◇ 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、後藤公共イメー

ジ向上委員長、藤田プ

ログラム委員長、山口

（晃）出席委員長、高貫

親睦活動委員長、長野

クラブ会報委員長、川

﨑（隆）会場委員長、荻

原雑誌委員長、鈴木（勝）

ニコニコＢＯＸ委員長、香嶋友好クラブ交流委

員長の９名の委員長によって、コロナ禍の難し

い運営の中で各々の責任を果たしてくださいま

した。

　クラブ会報委員会に於きましては、2021年

10月16日の千波湖ビオトープ、11月３日の茨

城海岸美化プロジェクト、11月９日のガバナー

公式訪問等の記事をタイムリーに発信頂けたの

は良かったと思います。

　コロナ禍の中、オンライン例会導入時にも、

出席・ニコニコＢＯＸ等も目標に向かって努力

頂けました。

　親睦活動委員会に於きましては、新年例会に

新しいご提案を頂き、今後の参考になると思い

ます。

　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、コロナ

禍でなかなか実績を積むことは難しかったと思

います。次年度は、発展させて頂ける様お願い

致します。

　今後は、ウィズコロナの状況になると思います。

　まだまだ、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

トして頂けますように、次年度櫻場委員長に引

き継ぎたいと思いますので、更なる会員皆様の
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ご協力をお願い致します。

◇ 親睦活動委員会

委員長　高貫　　修

　親睦活動委員会は、

会員相互の親睦を深め

るためにイベントや懇

親会を通して、様々な

場を提供し運営するた

めの委員会です。その

ために今年度の大きな

イベントの一つとして、

「納涼家族会」を企画

いたしました。しかし、８月中旬はコロナ禍が

収まらない状況でもあり、会員とご家族の保健

衛生を鑑み、やむなく中止といたしました。そ

の代わりとして計画した常陽藝文ホールにおけ

る、飛田和華さんと、吉鷹梨佐さんのバイオ

リンコンサート。飛び入りとして富田会員、牧

会員のご出演も予定しておりましたが、こちら

も中止となりました。

　また今年度、私は親睦活動の目玉として「絆

の会」を毎月開催し、岡﨑会長を盛り上げ、ク

ラブ会員同士の友情と絆を深めたいと考えてお

りました。年度初めから９月までは前述のコロ

ナ感染も心配されることから自粛することとな

りました。

　１月、言わずと知れた水戸ロータリークラブ

名物の山口楼を借し切っての「新年家族会」で

すが、年明けよりオミクロンの猛威が襲い掛か

り、計画の変更を余儀なくされました。そこで

計画しましたのが、水戸東照宮における「神人

初笑い」と題したご祈祷と三味線漫談による例

会を開催しました。久しぶりに多くのメンバー

とともに厳粛さと笑いを取り混ぜた、大変有意

義なイベントとなりました。ご参加の皆様、あ

りがとうございました。

　今年の親睦活動もまた、コロナに翻弄された

一年となってしまいました。ロータリーにおけ

る五大奉仕の一つでありますクラブ奉仕の一端

を担う親睦活動委員会の委員長として、満を持

してのご拝命であったにもかかわらず不完全燃

焼の一年ではございました。しかし、例会にお

いてタスキを掛け、毎週皆様と親睦を深められ

たことについては、よき一年であったと、感謝

の念にたえません。例会の継続を決断されまし

た岡﨑会長、ありがとうございました。最後に

次年度以降は、活発な親睦活動が繰り広げられ

ますことをご祈念して、今年度の活動報告とい

たします。ありがとうございました。

◇ 青少年奉仕委員会

委員長　高尾　哲也

・青少年奉仕委員会

　今年度も長期短期交

換留学は中止となり、

従来のような満足な活

動は出来なかった。茨

城海岸美化プロジェク

トやライラセミナーへ

の参加など部分的な活

動にとどまった。交換

留学の再開時にはしっかりサポートできる準備

を整えておく必要がある。

・インターアクト委員会

　水城高校インターアクト部は昨年度１，２年

生合わせて24名の生徒で活動をした。主な事

業としては下記の３事業をロータリアンとと

もに参加した。第24回インターアクト年次大

会、ロータリー奉仕デー、2021茨城海岸美化

プロジェクト、ライラセミナーいずれの事業も

参加率も高く生徒の意識の高さが現れた結果と

なった。学校での通常例会は一時休会していた

が、現在は再開され毎週水曜日に行われている。

４月からは新１年生の部員も入っておりロータ

リークラブがどのような団体であるのかを学校

での例会に参加し少しずつ話していくことも必

要である。

・ローターアクト委員会

　コロナ禍による活動の制約がある中、随時、

オンライン・対面と形態を切り替えながら例会

を実施した。特に、今年度は、会員のコミュニ

ケーション能力の向上に焦点を当て、例会の充

実を図った。また、RC関係組織との連携強化

の一環として、茨城海岸美化プロジェクトに参

加、水城高校 IAC との合同例会の開催、ペッ

トボトルキャップの回収などの奉仕活動を行っ

た。道路の里親活動は、蔓延防止等重点措置の

適用により次年度へ延期となった。



◇ 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）

次年度第３分区ガバナー補佐

� 宮内　博夫�氏（水戸東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　大木　清実 氏

　次年度のガバナー補

佐　宮内博夫さんをご

紹介致します。昭和20

年11月26日生まれの

76歳です。年齢よりも

大変お若く、先々月に

は静ヒルズの４番ホー

ルでホールインワンを

されたそうです。1994

年に水戸東ＲＣに入会され、ロータリー歴は

28年となられます。次年度よろしくお願いし

ます。

　続きまして、岡﨑恵一郎会長、白田礼治幹事、

１年間、大変お世話になりました。コロナ禍に

おいてのクラブ運営、大変ご苦労なされたとお

察し申し上げます。

　第３分区では水戸市内６ＲＣ合同例会を会長

幹事のみにご参加いただき、オンデマンド形式

で行いました。他の分区ではガバナー公式訪問

が直接伺えなかったクラブがありましたが、第

３分区ではすべてのクラブに直接ガバナーが訪

問されました。ロータリー奉仕デー「茨城海岸

美化プロジェクト」には水戸ＲＣをはじめとす

る多くのメンバーにご参加を頂き、盛大に開催

できましたことを心より感謝申し上げます。そ

の後も分区のゴルフ大会、会長・幹事のみご参

加のＩＭ、最後にリアル開催ができた地区大会

と水戸ＲＣの皆様にご協力をいただいたところ

であります。本当に１年間有難うございました。

� 次年度第３分区ガバナー補佐　宮内　博夫 氏

　水戸ＲＣの皆様におかれましては次年度ガバ

ナーエレクト事務所開設、３大セミナーへの準

備と大変お忙しいとは思いますが、皆様のご指

導を仰ぎながら、任を

無事果たして行きたい

と思っておりますので、

特段のご支援を宜しく

お願い致します。７月

12日には就任のご挨

拶にお伺いいたします

ので、宜しくお願いい

たします。

◇ 米山功労クラブ感謝状伝達

　岡﨑会長より、米山功労クラブ感謝状（第

83回）がお披露目されました。

◇ 米山功労者感謝状伝達

　岡﨑会長より、豊﨑一彦会員には米山功労者

（第３回）、鯉沼弘之会員には（第１回）が手渡

されました。

◇ 会長の時間

岡﨑会長

　先週、第３分区新旧会長・幹事会が開催され

ました。今年度会長・幹事の皆さんの安堵した

表情、次年度会長・幹事の皆さんのやや緊張し

た表情が対照的でした。昨年、同じ会合で、あ

るクラブの会長から「これから１年間大変だね」

と声をかけられたことを思い出しました。

　さて、白田幹事から皆様へ地区から届きまし

た「2022年規定審議会�クラブと地区に関連す

る重要な変更」というファイルを転送させてい

ただきました。

　すべては紹介できませんが、いくつか変更点

を見てみたいと思います。まず、出席に関して、

１．ローターアクターは招待されなくてもロー

タリークラブの例会に出席できる。２．クラブ

が地区ガバナーに出席報告を提出する義務の廃

止。少しずつ、環境が変化していきますね。

　会員に関し、３．「バランスのとれた会員基

盤」の定義の一部として、多様性に加え公平さ

とインクルージョンが追加されました。すでに

ロータリーのホームページに「多様性、公平さ、

インクルージョンに関する方針」のページが設

６月第２例会 司会　小野瀬委員例 会 報 告



けられています。

　そこには「私たちは多様性を重んじ、すべて

の背景、年齢、民族、人種、肌の色、障害、学

習スタイル、宗教、信条、社会経済的立場、文化、

婚姻状況、使用言語、性別、性的指向、ジェンダー

自認だけではなく、異なるアイデア、考え、価

値観、信念を持つ人々による貢献を大切にしま

す。」とあります。RI が考える方向性、「イン

クルージョン・インクルーシブ」という言葉を

ロータリー会員として熟知し実践していくこと

が重要かと思います。

　もう一つ、４．正会員はどのクラブに対して

も入会候補者を推薦できるようになります。

　他にも、５．人頭分担金の増額、そして以前

にもお話ししました６．RI理事会が地区割り

の変更をできるようになるとのことです。分割・

統合に関する数字は資料をご覧下さい。

◇ 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 94名 29名 80.34％

前週訂正出席率　84.75％

◇ 会員メークアップ

６/４� 青少年奉仕委員会

� 井上　壽博、安　　圭一、齊藤　佳昭

６/７� 日立ＲＣ　櫻井　紳一

６/８� 水戸西ＲＣ　横須賀満夫

� クラブ奉仕委員会

� 沼田　邦郎、篠田　吉孝

６/９� クラブ奉仕委員会

� 荒川　繁美、沼田　邦郎、篠田　吉孝

６/10� 北海道2500ＲＥＣ　豊﨑　一彦

６/11� RLI研修会

� 長野　久嗣、高貫　　修、田中　邦彦、

� 川名　信博、二川　泰久

６/14� 北海道2500ＲＥＣ　後藤　直樹

◇ 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）

……2021～2022年度大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。

宮内次年度第３分区ガバナー補佐（水戸東ＲＣ）

……2022～2023年度よろしくお願い致します。

高貫会員……一年間親睦活動委員会の活動に御

協力いただきまして、ありがとうございまし

た。本日実績報告をさせていただきます。

石井会員……岡﨑会長、白田幹事ご苦労様でした。

豊﨑（繁）会員……岡﨑会長、白田幹事ラストス

パートだね。

髙原会員……ゴールに向けて !!

内藤会員……寄席を９月から宮下銀座で始める

ことになりました。ご支援賜ればありがたい

です。

田中（邦）会員……明日天気にな～れ！

長野（久）会員……最後の巻頭言のご依頼です。

宜しくお願い致します。

宮﨑会員……大木さん本日はよろしくお願いし

ます。

山口（晃）会員……元気です。

藤田会員……先日娘が結婚致しました。本人の

幸せを祈るばかりです。

石川会員……梅雨入りではっきりしない天気が

続きますが、気持ちは晴々といきたいです。

佐藤会員……満額達成、気分も快晴です。

小川（一）会員……息子が初任給でご馳走してく

れました。

富田会員……ローターアクトへのご支援よろし

くお願いします。

細井会員……ワクチン４回目の案内がきてました。

本多会員……ビアガーデン始めました。

上野会員……「水戸みやぎん寄席」開設おめで

とうございます。楽しみです。

土子会員……小野瀬会員お誕生日おめでとうご

ざいます。

内田会員……誕生日プレゼントありがとうご

ざいます。本年度もあとわずか！がんばりま

しょう。

香嶋会員……誕生祝ありがとうございます。

小野瀬会員……お誕生祝をありがとうございます。

本日の合計 23件 130,000円

◇ 幹事報告

白田幹事

１．新旧Ｓ AA・親睦活動・会場委員会合同家

庭集会が開催されます。新旧委員会の方々の



ご出席をお願いいたします。

　　と　き　６月28日㈫　18：30

　　ところ　ホテルテラス　ザ　ガーデン水戸

　　議　題　１）親睦活動委員会と会場委員会

　　　　　　　　の一年間の活動について

　　　　　　２）新旧引継ぎ

　　　　　　３）その他

　　会　費　8,000円

２．水戸ローターアクトクラブ最終例会のご案内

　　と　き　６月22日㈬

　　　　　　受付　18：40　　開会　19：00

　　ところ　ホテルテラス　ザ　ガーデン水戸

　　内　容　一年間を振り返って

　　会　費　8,000円

　＊本日、14日が申込締切日となっております

ので、参加希望の方は本日中に水戸ＲＡＣ

までFAX及びメールにてお願いいたします。

　　FAX　210－1737

　　メールアドレス　2820.mitorac@gmail.com

３．今年度も、後３回の例会となりました。６

月は決算期でもありますので、委員会活動に

おいてお支払等がございましたら、至急増山

会計または事務局までお願い申し上げます。

◇ ５月定例理事会報告

日時　５月10日㈫　11：30～12：00

場所　水戸三の丸ホテル

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）ローターアクト委員長について

　　　４）地区補助金について

　　　５）特別支援学校支援について

　　　６）茨城新聞 水戸市特集協賛について

　　　７）千波湖ビオトープ造成事業について

　　　８）５月・６月例会プログラムについて

　　　９）会計報告

◇ ６月定例理事会報告

日時　６月７日㈫　11：30～12：00

場所　水戸三の丸ホテル

議題　１）退会会員について

　　　２）６月・７月例会プログラムについて

　　　３）会計報告

例　会　予　告

６月２８日（火）
卓話「今年度を振り返って」
 岡﨑恵一郎 会長
 白田　礼治 幹事

2022 ～ 2023年度
７月　５日（火）
卓話「新年度就任挨拶」
 川名　信博 会長
 長野　久嗣 幹事

７月１２日（火）
卓話「新年度委員会活動計画」
 清水　洋一 会員組織委員長
 櫻場　誠二 クラブ管理運営委員長
 沼田　邦郎 職業奉仕委員長

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＞

◇ 今週の俳句

梅雨晴れや　施設の母は　ショートヘア
 北島　風鳶

天の川　手に触れたくて　梯
はし

子
ご

見る
 照沼　重輝

◇ 今週の川柳

原発へ　天に照らして　再稼働
 照沼　重輝

オミクロン　そこで終わりに　してクンロ！
 牧　　厚志

◇ 4月26日分の短歌訂正

資源高　戦争円安　物価高
� 家計に響く　トリプルパンチ
 牧　　厚志




