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　先日、取引メーカーの主催する「安全衛生

大会」にオンラインで参加しました。例年は

労働災害事例等に重きを置き、「安全」につ

いての比重が高い大会でしたが、今年度は「健

康」についての話題が多い大会となりました。

　特に時間の多くを占めたのが「たばこ⇒禁

煙」についての話題でした。今回は受動喫煙

と、それに対して有効な対策を打たない事業

所に対してとても耳の痛い内容でした。

　ひと昔前に比べ、たばこに対する風当たり

はきつく、喫煙者は肩身の狭い思いをされて

いることと思います。私自身も経営者として

の立場上、禁煙を推進しなければならないこ

とはよく理解しているつもりです。また自身

も15年前までは喫煙者だったことで、禁煙

できて良かったと心から思っています。

　でもどのように喫煙者に禁煙をさせるかは

とても困難な課題です。「喫煙は悪だ。だか

らやめろ。」「受動喫煙で周りの人たちが深刻

な健康被害にさらされる。それなのにどうし

てお前はたばこを吸う？」こういう正論を声

高に主張してしまうと喫煙者は反論出来ずに

追い詰められてしまいます。また正論を大上

段から振りかざされてしまうと、言われた側

は却って意地になってしまい、下手をすれば

職場の人間関係までおかしくなってしまうの

ではという危惧がぬぐえません。科学的な根

拠を示し、納得づくで禁煙に挑戦してもらう。

また喫煙者のプライドをなるべく傷つけない

ように周りに配慮してもらうという心配りが

必要かなと考えています。

　自分の会社は世間一般よりも喫煙率が高い

ため、喫煙者一人一人の顔を思い浮かべなが

ら、どういうように禁煙させていくか戦略を

考えていきます。難しいチャレンジだとは思

いますが、なんとか成果をあげたいと思いま

す。成功事例があればどうかご教示の程、よ

ろしくお願いいたします。



◇ 会員組織委員会

委員長　清水　洋一

　会員組織委員会は、

職業分類委員会　豊﨑

一彦委員長、会員増強

委員会　佐藤平八郎委

員長、会員選考委員

会　二川泰久委員長、

ロータリー情報委員会

片岡宗厳委員長、サ

ポート委員会　齊藤佳

昭委員長、の５名の委員長によって構成されて

おります。

　水戸ロータリークラブ入会を推薦された方が

ロータリー活動に触れる最初の各委員会です。

ロータリー活動を理解して頂き、会員相互の交

流を図る役割を担っている各委員会です。

　会長方針は、「ロータリー活動のエネルギー

はクラブ奉仕から」と掲げております。

　人と人との繋がりを強い絆とする為に、コ

ミュニケーションを持つ機会を多く持つ努力を

していきたいと考えております。

　会長方針にもありますように、女性会員の入

会促進を目標としておりますので、職業分類の

豊﨑（一）委員長・会員増強の佐藤委員長・会員

選考の二川委員長が協力し、女性ならではの、

水戸ＲＣにふさわしい、職業分類のご提案など

を頂けます様お願い致します。

　ロータリー情報委員会の片岡委員長・サポー

ト委員会の齊藤（佳）委員長には、入会後のサ

ポートをお願い致します。

　コロナの終息も視野に入って参りました。会

員の皆様には、コロナ対策もしっかりやりなが

ら、家庭集会・納涼例会・新年家族会・親睦旅

行・各同好会等に、積極的に参加いただき、会

員相互の絆を深めて頂きたいと思います。

　川名会長の会長方針に鑑み、努力して一年間

活動をしていきたいと思います。何かと窮屈な

思いや、制約のある活動を余儀なくされること

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。

◇ クラブ管理運営委員会

委員長　櫻場　誠二

　クラブ管理運営委員

会は、公共イメージ向

上委員会　西委員長、

プログラム委員会　荒

川委員長、出席委員会

谷川委員長、親睦活動

委員会　海野委員長、

クラブ会報委員会　土

子委員長、会場委員会

大関委員長、雑誌委員会　和田（幾）委員長、ニ

コニコ BOX委員会　高尾委員長、友好クラブ

交流委員会　白田委員長、以上の９委員会で構

成されています。

　川名会長の方針に基づき、会員相互の絆を深

めること、そして魅力的な組織と楽しいロータ

リーライフの実現を目指し、９委員会が有機的

に連携し、それぞれの委員会活動と水戸ロータ

リークラブの全体の活動にも良い効果をもたら

していきます。

　また、クラブ戦略計画や大久保ガバナー輩出

を考慮した活動を実践していかなくてはなりま

せん。

　感染症対策については、このような状況は続

くものと想定し、これからの対応の方法（出口

戦略）のようなものを研究し実施していきたい

と考えます。

　クラブ戦略計画は、５つの柱のうち、奉仕・

連携・研修・親睦の充実を図ります。

　定量目標については、例会出席率85％以上

を確保します。

◇ 職業奉仕委員会

委員長　沼田　邦郎

　今年度の事業計画についてですが、今年度よ

り社会奉仕委員会より事業移行されました茨城

県立水戸高等特別支援学校の就労支援につきま

しては、引継ぎが完了しております。就職支援

協定の３年目、最終年度でございます。学校側

とのコミュニケーションを諮り、延長も視野に

入れ実施をしていきたいと考えております。高

【卓　話】 新 年 度 委 員 会 活 動 計 画



◇ ビジター紹介

水戸さくらＲＣ　小林　寛之	会員

◇ ゲスト紹介

第３分区ガバナー補佐

	 宮内　博夫	氏（水戸東ＲＣ）

米山奨学生

	 エンデネバット，ルブサンシェレン	さん

◇ 第３分区ガバナー補佐挨拶

第３分区ガバナー補佐 　　　

宮内　博夫 氏（水戸東ＲＣ）

　この度、大野治夫年

度のガバナー補佐の大

役を拝命致しました。

水戸東ロータリーク

ラブの宮内博夫です。

ロータリークラブに入

会して今年で28年目で

す。何分にも能力不足

でございますので、皆様方のご支援ご指導を仰

ぎながら、責務を果たしてまいります。よろし

くお願い申し上げます。

　ガバナー補佐の役割につきましては、ガバ

ナーの運営方針、考えを共有した上でクラブを

サポートすることと考えています。

　今年度、国際ロータリージェニファー・

ジョーンズ会長のテーマは、「IMAGINE・

ROTARY」で「大きな夢を叶えたロータリー

を想像してください」また、大野治夫ガバナー

のスローガンは「enjoy	life ～人生を楽しむ～」、

地区目標は「一人一人が想像力をもって奉仕す

る」で、具体的目標としまして

①　クラブサポートと地区運営強化

②　質の高い奉仕活動の推進

③　公共イメージの向上

④　ロータリー財団の活用と支援

⑤　米山記念奨学会の支援

⑥　環境保全の推進

⑦　国際大会に参加しよう

の７項目が示されました。

　そして、今年度の主な行事日程は9/18㈰に

「ロータリー奉仕デー」「ロータリー地球環境保

全プロジェクト」を開催します。昨年は分区ご

とで海岸美化プロジェクトを行いましたが、今

年度は、河川、湖沼などの清掃を水戸市内６ＲＣ

合同、笠間ＲＣ，友部ＲＣ、それぞれに行って

いただきます。そして、「ロータリー地球環境

保全フォトコンテスト」として環境保全をテー

マとした写真をお撮りいただきガバナー事務所

に提出していただきます。

　10/29・30に地区大会、11/17㈭に昨年日本

女子プロゴルフ選手権が行われた静ヒルズＣＣで

第３分区親睦ゴルフ大会を予定、第３分区ＩＭ

は2/18㈯に中村澄夫第３分区ＩＭリーダーの下、

水戸三の丸ホテルで13時から開催予定でござい

ます。

　現在、新型コロナウイルス感染拡大により社

７月第２例会 司会　石川委員例 会 報 告

校生職場体験プログラ

ムですが、常磐大学高

等学校を対象とした計

画で今年度も進めて参

ります。また職場訪問

につきましては、会長

の方針により２回の実

施を予定しております。

茨城県内で１回、そ

して茨城県外で１回の実施の方向で調整いたし

ます。新たなプログラムの検討も積極的に検討

していきたいと考えております。いずれにせよ、

今後もコロナ禍の制約が出る可能性があります

ので、実施の可否を慎重に見極めたいと考えて

おります。そして、クラブ戦略計画に基づく改

善点として「中高生でのロータリークラブの認

知度向上を図る」ということですが、新たなプ

ログラムとの連携を踏まえて検討していきたい

と考えております。最後になりますが、ビジネ

スフェイスシート改訂につきましては、改めて

確認いたします。

　１年間、よろしくお願いいたします。



会活動が大きく制限され、またロシア軍による

ウクライナ侵攻により、国際情勢や経済環境の

変化が起きています。ロータリー活動にも影響

があり、従来の活動を維持することが難しい環

境にありますが、今年度のテーマの下、地区と

クラブが更に強いつながりとなりますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

　最後になりますが今期ガバナー補佐としての

責務を、会員の皆様に十分果たすことが出来ま

すよう、皆様方のご支援ご指導よろしくお願い

申し上げます。

◇ 米山奨学金授与

エンデネバット，ルブサンシェレン さん

◇ 会長の時間

川名会長

　先週の金曜日に、耳を疑うようなニュースが

舞い込んできました。

　安倍元総理が銃撃され、夕方には残念ながら

死亡が確認され、警備の甘さや単独犯による犯

行等、平和で安全な日本との意識の隙をついた

犯行に、気づかされた出来事でした。安倍元総

理のご冥福をお祈りいたします。

　本日皆様へ納涼例会のご案内をさせて頂きま

した。ニュースではコロナの第７波との話も出

ています。状況について注視しながら開催に向

けて準備はしていきたいと思います。

　週報が私の年度へ切り替わり、横須賀満夫元

会長にお願いした挿絵について、ご紹介いたし

ます。岡﨑直前会長は、挿絵について梅の花の

絵と指定してお願いしたそうですが、横須賀満

夫元会長にお任せして、お願いし快諾して頂き

ありがとう御座いました。

　今２つの絵を投影しております。

　水戸城大手門は、水戸城内で最も格式が高い

門であり、明治期に解体されるまでの間、城の

正門としてその威容を誇っていました。かつて

の大手門は、何度かの建て替えを経てはいるも

のの、もとは佐竹氏が水戸城主だった慶長６

（1601）年頃に建てられたものだと考えられて

います。

　現在見られる門は、令和２年２月に天保年間

の姿で復元が完了したもので、高さ約13メー

トル・幅約17メートルと巨大な櫓門であり、

水戸城跡のシンボルとも言える存在となってい

ます。その古風な外観は江戸時代初期の様式を

残しており、土塁に取り付く大手門としては国

内屈指の規模を誇ります。

　また、復元工事に伴う発掘調査により、門の

四隅に大型の瓦塀（練塀）があったことが判明

し、発掘された瓦塀の実物を覆う形で外観が整

備されました。門正面、北側の瓦塀下部に設け

られた小窓からは、当時の瓦塀の姿をご見学い

ただけます。復元に関しては、水戸ＲＣや会員

の企業様のご支援もあったと記憶しています。

　横須賀満夫元会長の事務所の皆様は、実物に

沿った絵の方が好きとのご意見があったそう

です。

　私は一目みて週報の挿絵を決めさせて頂きま

した。じっと見ればみるほど、想像が広がり引

き込まれていきます。幸運なのは、この２枚の

絵を頂けた事です。

　是非この２枚の絵を並べ囲んで、大工町の助

六で横須賀満夫元会長との酒席が出来たらとお

約束頂いております。

　７月６日19：00に水戸ローターアクトクラブ

の第一例会に参加してきました。

　会長に増山会員のご令嬢、幹事が水戸ヤクル

ト社員の南様、また会員数も増え、13名のス

タートだそうです。そのうち男性会員は４名、

イマジン・想像すると10年後には水戸ＲＣも

会員の構成比率が、逆転しているかもしれま

せん。

　今週末は３連休となります。連休明けの火曜

日は休会となりますので、お間違えのないよう

にお願いいたします。まだ金曜日まで、仕事は

ありますが、良い週末をお過ごし下さい。



◇ 出席報告

谷川委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

119名 82名 37名 70.10％

前週訂正出席率　81.20％

◇ 会員メークアップ

7/6	 水戸ＲＡＣ

　　　　川名　信博、清水　洋一、髙原　　裕

　　　　安　　圭一、横須賀　靖、富田　敬子

　　　　髙橋　靖子、中村　三喜、西　　　修

　　　　海野　勝人、山西　　裕

7/9	 クラブ奉仕研究会

　　　　大久保博之、荒川　繁美、沼田　邦郎

　　　　篠田　吉孝、川名　信博、長野　久嗣

　　　　清水　洋一

7/10	 諮問委員会

　　　　井上　壽博、大久保博之、髙原　　裕

　　　　増山　英和

◇ にこにこＢＯＸ

	 高尾委員長

宮内第３分区ガバナー補佐（水戸東ＲＣ）……

川名会長、長野幹事のご活躍をお祈り申し上

げます。１年間ご理解とご協力をお願い致し

ます。

横須賀(満)会員……新執行部、よろしくお願い

します。

石井会員……川名丸に良いことがありますよう

に。僕にも少し良いことがありました。

香嶋会員……川名会長、長野幹事１年間宜しく

お願い致します。

小泉会員……①母の葬儀ありがとうございまし

た。②100％出席できました。

安（圭）会員……お暑いですね。

北島会員……ラッキーフェスの開催まで、あと

10日となりました。がんばってます。

齊藤（佳）会員……誕生日祝を頂きました。あり

がとうございます。

後藤会員……誕生祝ありがとうございました。

関根会員……妻の誕生祝いをありがとうござい

ました。川名会長、長野幹事１年間宜しくお

願いします。

照沼会員……ニコニコ BOX の委員になりまし

た。皆さんの寄付待っています。

高尾会員……皆様ニコニコ BOX への寄付をお

願いします。

本日の合計 13件 75,400円

◇ 財団ＢＯＸ

川名　信博会員……財団の友献金

（第２回）　　　＄100	 13,600円　

	 （累計　＄3,200）

川名　信博会員……財団の友献金（ポリオプラス）

（第３回）　　　＄100	 13,600円　

	 （累計　＄3,300）

照沼　重輝会員……財団の友献金

（第５回）　　　＄100	 13,600円　

	 （累計　＄2,500）

長野　久嗣会員……財団の友献金

（第２回）　　　＄100	 13,600円　

	 （累計　＄2,200）

齊藤　佳昭会員……メモリアル・コントリビューター

	 （母　和のために）財団の友献金

（第６～８回）　＄300	 40,800円　

	 （累計　＄1,800）

山西　　裕会員……財団の友献金

（第７回）　　　＄100	 13,600円　

	 （累計　		＄700）

篠田　吉孝会員……財団の友献金

（第５回）　　　＄100	 13,600円　

	 （累計　		＄500）

この計 ７件 122,400円

◇ 米山ＢＯＸ

大久保博之会員……米山功労者献金

（第４・５回）	 20,000円　

	 （累計　	450,000円）

川名　信博会員……米山功労者献金

（第８・９回）	 20,000円　

	 （累計　	390,000円）

後藤　直樹会員……米山功労者献金

（第９回）	 10,000円　

	 （累計　	290,000円）

篠田　吉孝会員……準米山功労者献金

（第６回）	 10,000円　

	 （累計　　60,000円）



関根　貴雄会員……準米山功労者献金

（第５回）	 10,000円　

	 （累計　　50,000円）

佐藤平八郎会員……準米山功労者献金

（第４回）	 10,000円　

	 （累計　　40,000円）

この計 ６件 80,000円

◇ 幹事報告

長野（久）幹事

１．７月よりロータリーレートが１ドル136円

となります。ロータリー財団寄付に適用され

ます。

２．定款第７条第１節による休会日について

　　　2022年７月19日・８月16日・９月20日・

　　　10月11日・12月27日

　　　2023年１月３日（三箇日）・２月28日・

　　　３月21日（春分の日）・５月２日

３．第2820地区研究会が開催されます。

・ロータリー財団・社会奉仕合同研究会

　　と　き　７月16日㈯　受付　10：00

　　　会議　10：30～15：30

　　ところ　ダイヤモンドホール

　　出席者　任田　正史	ロータリー財団委員長

　　　　　　中庭　　忠	社会奉仕委員長

　　　　　　他地区関係者

・国際奉仕研究会

　　と　き　７月23日㈯　受付　12：30

　　　会議　13：00～16：15

　　ところ　ホテルグランド東雲

　　出席者　成田　浩明	国際奉仕委員長

　　　　　　他地区関係者

・青少年奉仕研究会

　　と　き　７月24日㈰　受付　９：30

　　　会議　10：00～12：00

　　　＊昼食の準備がございます。

　　ところ　ホテルテラス　ザ　ガーデン水戸

　　出席者　中村　三喜	青少年奉仕委員長

　　　　　　横須賀　靖	ローターアクト委員長

　　　　　　山西　　裕	インターアクト委員長

　　　　　　他地区関係者

例　会　予　告

８月２日（火）
卓話「新年度委員会活動計画」
	 佐藤平八郎	会員増強委員長
	 齊藤　佳昭	サポート委員長
	 海野　勝人	親睦活動委員長

８月９日（火）
卓話「創立 70周年記念奨学生になって」
常磐大学
　総合政策学部経営学科 4年
	 榎田　千乃	さん
　総合政策学部総合政策学科 2年
	 宮本　莉子	さん

８月１６日（火）
―定款第７条第１節により休会―

週報担当　土子　仁志	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。……

４．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20日㈬

　　　於　水戸プラザホテル

　　　（ガバナー公式訪問の為）

　　水戸南ＲＣ　７月22日㈮　12：30

　　　―定款第７条第１節により休会―


