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2019－20 年度 No.07 

RI 第 2820 地区 
中村澄夫ガバナー 公式訪問 

 
9 月第 1 回例会プログラム 
R1.9.2（月）12:30～ 

於：京成ホテル例会場 

１． 開会点鐘 

２． 国歌斉唱 

３． ロータリーソング斉唱 

４． ビジター・ゲスト紹介 

５． 会長の時間 

６． 会食 

７． 委員会報告 

８． 幹事報告 

９． 記念講演 中村 澄夫 RI 第 2820 地区ガバナー 

１０．閉会点鐘 

13：35～  記念撮影 

13：40～14：00  休憩 

14：00～  クラブ協議会 於 翡翠 ３F 

16：00～  懇親会    於 オーキッド 11F 

 

水戸市近郊中学生卓球大会を終えて 

 

水戸近郊中学新人卓球大会が「水戸さくらロータリークラブ

杯」として、8 月 20 日に、青柳公園水戸市民体育館で開催され

ました。 

開式９時 10 分のところを８時に集合し、主催としての準備を

会員一丸となって行いました。少しご高齢の青木会員、篠田会

員も率先して卓球大会の垂れ幕の設置などをして下さり、ま

た、例年の行事にとなり、意外と速やかに準備が出来ました。

実際には体育館の門が開く 30 分前に集合していた会員もいた

ようです。 

 

開式では主催者挨拶として、和田会長が中学生に励ましのエールを贈り、続いて水戸市長

に来賓挨拶をして頂きました。 

 

今後の予定 

9 月 2 日（月） 卓話 地区クラブ奉仕委員会  

石井 浩一様（水戸南ＲＣ） 

9 月 9 日（月） クラブフォーラム 

9 月 16 日（月・祝） 休会（敬老の日） 

9 月 23 日（月・祝） 休会（秋分の日） 

9 月 30 日（月） 夜の例会 
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開式 後に、中学生に対してのもう一つ

の目的である「薬物乱用防止のお話」を水

戸市保健所次長兼衛生課長にして頂きま

した。 

体育館には数年前に作成した「薬物乱用防

止 ダメ、ゼッタイ」の大きな垂れ幕を掲

げ、中学生には大きなアピールとなりまし

た。学生も真剣に聞いて頂き、企画したか

いがありました。 

 

その後、別室で例会が開催されました。

今回は会員の他に、おなじみ圷会員の中学

生のお孫さんや、米山奨学生の方さん、さ

くら奨学生の４人も参加して下さり、準備

等からお手伝いをして頂きました。方さん

は集合時間に間に合わないといけないの

で、前日に水戸駅近くの漫画喫茶に泊まっ

たそうです。申し訳ないことをしました。

例会中には阿部会長エレクトより、それぞ

れの奨学生には無茶ぶりの３分間卓話を

お願いし、近況などを聞きました。３年生の奨学生１回生の二人はそれぞれの将来の進路、

高校生活などについて、お話して頂きました。ロータリアンとの交流も後１回を残すだけと

なってしまい、奨学金以外に何がしてあげられたのかを考えることもあり、今後の検討課題

としたいと思います。 

 

卓球大会では、上級生が抜けたチーム編

成となり、まだおそらく始めたばかりの中

学生のプレーには、ほほえましいプレーも

多々ありました。しかし、「将来のオリンピ

ック選手」とはいかないまでも、真剣に頑

張っている選手を見て一生懸命応援してし

まいました。応援していると、学生時代ス

ポーツに熱中していた若き日の自分を思い

出し、胸が熱くなりました。 
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今回、お忙しい中、各方面に連絡を取り、無事に大会準備をして下さった鈴木委員長を始

め、各関係者の皆様、当日参加して頂いた会員の皆様、大変ご苦労様でした。良い大会を開

催できたことを誇りに思います。来年も頑張りましょう。 

   
 

－ 会長挨拶 － 

皆さまお早う御座います。 

この世界は縁と言うもので繋がっていま

す。私たちロータリークラブの人間は今日「卓

球」と言う縁で貴方達と会う事が出来ました。

又彼方達は「卓球」を通して大勢の仲間と競う

事となりました。私達はこの縁と言うものを

大切にしなければなりません。 

貴方達と私達、人と人との出会いを争いに

するのではなく助け合って明日につなげる事

が世界の平和を作りだす事になると信じてい

ます。 

皆さんも卓球の仲間と切磋琢磨してオリンピックを目指し世界の人と仲良しになって下 

さい。そして世界を平和にして下さい。 

ご静聴有り難う御座いました。 

和田 公一郎 

 

奨学生の近況報告 

 

私は今年の 6 月にラグビー部を引退しました。 

県南の高校と合同チームを組んだ 7 人制大会では初戦負けでしたが、水城高校と組んだ

15 人制大会では県ベスト 8 に入ることができました。 

初はラグビーに興味はまったく無かったけれど、選手がラグビーをしているのを見て
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いたら、タックルしている姿やトライしている姿がかっこいいと思うようになり、マネージ 

ャーとしての仕事もやりがいがあるし、楽しいと思うようになりました。ケガの対処法も学 

ぶことができたので、ためになりました。 

 

私の第一志望校は茨城県立医療大学で看護師になりたいので、その夢を叶えるために頑 

張って勉強したいと思います。 

水戸さくら奨学生 一回生 

五十嵐 陽菜 

 

私は文武両道をモットーとして高校生活を送っています。 

部活面では、高校からテニス部に所属して厳しい練習に取り組んできました。中学生ま

ではサッカーをしていて、足から手を使うスポーツに代わり、スポーツをたくさん楽しみ

ました。初心者から団体戦メンバーの一員になることができたので、大きな自信になりま

した。 

勉強面では、志望校に合格するために努力しました。 

9 日の一次試験を突破し、18 日に面接をしてきました。18 日の面接ではとても緊張し

ました。今は受かっていたら素直に喜び、落ちていたら次に切り替えていこうという気持

ちです。 

今日はありがとうございました。 

水戸さくら奨学生 一回生 

茨城県立水戸商業高等学校  髙﨑 涼太 

 

真夏の頃ですので、少し自分のことについて話します。 

自分は夏生まれですが、夏が嫌いです。暑さもその理由の一つですが、一番の理由はや

はり虫です。特に今住んでいる筑波大学の一ノ矢宿舎はよく「森」だと言われていて、虫

の種類のバリエーションがとても豊富です。 

しかも宿舎の階段は室外に設置されているため、虫の侵入を防止することができませ

ん。私も毎日蝉などの虫はいつ襲い掛かるのかどうかわからない恐怖心の中、階段を通っ

ています。それに、自転車のカゴの中、ほぼ毎日新しい蜘蛛の巣が形成して、それを処理

するのも日課になっています。特に蜘蛛が苦手な私にとって苦痛の極みといっても過言で

はありません（笑）。 

幸い夏はもう半分以上過ごせましたので、もう少し我慢できれば好きな秋を迎えること

ができます。これをモチベーションとして、残った夏も頑張って乗り越えたいと思いま

す。 

米山奨学生 一回生 方 東岳 
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茨城高校 2年の齊藤です。 

私は男子バレーボール部のマネージャーをやっています。6 月に先輩方が引退してしま

い、新チームで今練習に取り組んでいます。 

 

10 人という部員の少なさの中、日々大変な練習を行っていて、マネージャーのサポート 

も増え、部活に追われる日が続いています。 

しかし、苦しい部員の負担が少しでも少なくなるよう、しっかりとサポートしていきた

いと思います。そしてこれからの大会で成績を残せるよう、頑張りたいです。 

勉強面は、夏休み中も課外や模試があり忙しいですが、もう受験に向けての準備を始め

ようと思っています。昨年は全然勉強ができず、成績も苦しかったので、それをカバーで

きるようにもっと努力していこうとしています。 

私が受験する時はちょうど制度が変わるため、いつも以上に対策が必要なので、昨年の

勉強内容の確認やこれからの学習をしていき、他の人よりも上にいけるようにしたいで

す。大学がまだはっきりと決まっていないので、早めに決定して勉強に専念していいきた

いです。 

来月は国体のボランティアに参加したりするので、学校外の活動にも積極的に取り組

み、将来に役立つ経験をたくさんしていきたいです。 

 

水戸さくらロータリー奨学生 二回生 齊藤 愛華 

 

 

高校生 1 年目、 初のテストがあまり自分的にはよくなかったので、夏休みにすごく勉

強しています。 

部活等は加入していないので、ボランティアや健康面を考えて、自主的に運動したりし

ています。 

高校生になって色んなことができるようになったので、小学生のために算数ボランティ

アに参加して、教師などを体験したりしました。 

自分は医療系に好意があるので、この間は大久保病院という赤塚の病院に薬剤師とし

て、病院の背景を見てきました。すると仕事の内容・イメージが自分の思っていた通りで

はなくて驚いたし、薬剤師も患者さんと接する機会があるのだなと思いました。行きたい

大学はまだ決まっていないけど、学力をしっかりあげて、できれば上の大学へ行けるよ

う、これから頑張っていきたいです。 

今日はありがとうございました。 

水戸さくら奨学生 三回生 関口 稀胤 
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幹事報告 

◎ガバナー公式訪問について再度ご連絡いたします。 

 会長、会長エレクト、副幹事、幹事は 10 時 15 分、クラブ管理運営委員会は、11 時 45

分、そのほかの会員は１２時１０分までに集合してください。 

もしも当日、欠席、遅刻、早退される会員は事前に井坂までご連絡ください。クラブ協

議会では委員会内容を委員長に説明して頂くこととなります。その時間帯にいらっしゃ

らない委員長は必ず、副委員長、委員に内容説明を依頼してください。 

 現況報告書はガバナー公式訪問当日、配布したディスクより打ち出して、持参してくだ

さい。なお、メールでもお送りしています。 

 当日は上着、ネクタイ着用でお願いいたします。 

 

 

例会出席状況報告 

■8 月第 2 回（8 月 20 日）例会出席報告 

在籍 計算会員数 出席 A 訂正前出席率 メークアップ数 B A+B 訂正出席率％

27 名 25 名 15 名 60.00％ - 名 15 名 60.00％ 

■当日欠席者 

島村 宏,大澤 一茂, 高野 義久,川上 裕一,永井 郁夫,伊藤 典裕,中村 幸生,大泉 哲, 

須田 祥子,山根 将大 

【休会】根本 佳典 

■ゲスト・ビジター（敬称略） 

高橋 靖 水戸市長 

森田 様 水戸保健所 

方 東岳 米山奨学生 

関口 稀胤（3 回生） さくら奨学生 

齊藤 愛華（2 回生） さくら奨学生 

髙﨑 涼太（1 回生） さくら奨学生 

五十嵐 陽菜（1 回生） さくら奨学生 

 

 

 
1991 年 10 月 28 日創立、1991 年 11 月 13 日認証 

■ 会長 和田 公一郎   幹事 井坂 純      ■ 例会日 毎週月曜日 12 時 30 分 

■ 事務所        （但し毎月末月曜日は 18 時 30 分より） 

〒310-0021 水戸市南町 2 丁目 5-5 常陽銀行本店内   会場  水戸市三の丸 1-4-73 
TEL 029(231)2151、 直通 029 (225)4820、FAX (225)4825            水戸京成ホテル 

会報・雑誌委員長 川上 裕一[ TEL 029 (248) 8989 ]     TEL 029(226)3111 ㈹ 

副委員長 高野 義久[ TEL 029 (303) 2322 ] 


