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10 月第 2 回例会プログラム 
R1.10.21（月）12:30～ 

於：京成ホテル例会場 

１． 開会点鐘 

２． ロータリーソング斉唱 

３． ビジター・ゲスト紹介 

４． 会長の時間 

５． 会食 

６． 委員会報告 

７． 幹事報告 

８． クラブ協議会 「会員増強について」 

９． 閉会点鐘 

 

卓話 「私と鉄道人生－キハ 432 と共に」 

                     水戸東ロータリークラブ会長  

諸岡 信裕氏 

本日は、和田会長のお計らいにより、水戸さくらロー

タリークラブ例会において、卓話をさせて頂く機会を

頂き、有難う御座います。和田会長より、私の生来の

趣味であり、メインテーマである「鉄道について」を

話すように依頼されましたので、喜んで話をさせて頂

きます。  

私は、那珂郡瓜連町（現那珂市）に生まれ、瓜連小

学校の校庭から、水郡線の SL（8620 型）を眺め、そ

の煙を吸いながら、楽しい学校生活を過ごしました。医師をしている、父も、兄も鉄道ファ

ンであったため、すんなりと、鉄道人生に足を入れ、今に至りました。子供のころは、庭の

池の周りに O ゲージの庭園鉄道を敷設し、雨が降るたびに錆びたレールを磨き、パワーパ

ックで電気を流して、2～3 両の客車や貨車を引いて、悦に入ってました。その後、乗り鉄

をするようになり、高校の時は、朝 5 時の水郡線、瓜連駅一番列車で水戸に行き、常磐線準

急「奥久慈」で上野へ、上越線急行「佐渡」で新潟へ直行し、一息、その後、磐越西線の急

行「あがの」で郡山に到着。しかし、水郡線の列車は常陸大子止まりであり、夜遅く、おじ

のいる磐城棚倉でお世話になる事もありました。しかし、1 人で、1 日で鉄道 700 キロ走破

は、新幹線が無い時に、驚きより、無謀でありました。そして、遠き金沢大学医学部に入学

してからは、まさに、乗り鉄そのものとなり、当初は、金沢行き夜行急行「北陸」、特急「は

くたか」「白山」等に乗り、8～10 時間をかけて、ゆったりと旅をしたものです。その時食

今後の予定 

10 月 28 日（月） 11 月 3 日（日）へ変更（茨城音楽学園） 

11 月 3 日（日） 家族例会 於：茨城音楽学園 

11 月 4 日（月・祝） 休会（振替休日） 

11 月 11 日（月） 14 日（木）へ変更 

11 月 14 日（木） 水戸市内 6RC 合同例会  

18：15～ 於：水戸プラザホテル 

11 月 18 日（月） 鈴木正人 新会員 入会式/クラブオーラム 

11 月 25 日（月） 夜の例会 
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べた富山の「鱒のすし」の味は、今でも記憶に残っています。その後、東海道新幹線、米原

経由が多くなり、東京・金沢間が約 5 時間に短縮され、現在は、北陸新幹線の「かがやき」

が、2 時間 30 分で結んでいます。新幹線時代の幕開けと共に、スピードアップ時代に突入

しました。 

 国鉄が JR と変わり、JR の車両も近代化され、常磐線の特急車両も新型の E657 系「ひ

たち」「ときわ」が 130km の高速で、水戸・上野・品川を結んでおり、昔の、水戸・上野間

90 分から 65 分に短縮を考えると、隔世の感があります。 

 しかし、地方の私鉄は全てが、危機の現状です。茨城県でも、関東鉄道筑波線や日立電鉄

線が廃線となり、我が町を走る鹿島鉄道（石岡～鉾田間）も廃線の危機が訪れました。地元

の小川高校の皆と共に、「かしてつ応援団」を結成し、当時の橋本知事に支援のお願いをし

ました。しかし、地元の人が乗らなければ無理との事で、乗客増員のために、クリスマスイ

ルミネーションやラッピング列車、車内ポスター展などを企画しましたが、地元自治体から

の協力は得られず、親会社の関東鉄道からの資金援助も底をつき、平成 19 年 4 月に廃線と

なりました。廃線後は、街のなかはシャッターストリート、廃墟のような街並み、悲しい現

状です。なぜか、行政も地域住民も、鉄道が無くなることによるリスクを全く考えていませ

ん。私は言いたい！「鉄道を、みんなで乗って残そう！ 地元の活性化は、鉄道の利便性の

理解と地域住民の総意で！」 

 鹿島鉄道の気動車はほとんどが廃車となり、スクラップとなる予定なので、人気の金太郎

塗装の「キハ 432」は、我が病院で引き取り、展示する事にしました。大型トレーラーで 2

キロを 30分かけて移送し、大事に保管していますが、塗装や傷んだ場所のメンテナンスは、

我々のクラブの会員が支援をしてくれています。 

 その気動車に面会するために、40 年前に、その車両のハンドルを握っていた仲間が、遠

路、富山から来てくれました。久しぶりに、その運転台に座り、涙をながす人もいて、我が

子のように接していたのは感動的でした。これからも、大事にしていきたいと思います。鉄

道は遺産でなく、未来への挑戦です。リニア新幹線ももうすぐです！ 

 話は変わりますが、今、クルーズトレインブームが起きています。鉄道は、街と街を短時

間で結ぶばかりではなく、ゆっくりと、優雅に旅する目的で利用する人も増えています。そ

れが、クルーズトレインであり、最初には、JR 九州の

「ななつぼし in 九州」であり、JR 西日本の「トワイ

ライトエクスプレス 瑞風」、JR 東日本の「四季島」

です。2～5 日間で各地を回る列車の旅ですが、たまに

は、ゆっくりと旅をしてみて下さい。鉄道は、無限な

楽しみと歓びがあります。 

 本日は、ご清聴頂き、有難う御座いました。 
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10 月 7 日例会 

 

■米山奨学生 方 東岳さんへ奨学金の授与 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 3 日（日）茨城音楽学園移動例会について 

会長 和田 公一郎 

確認事項 

移動例会から移動家族例会に変更する。 

1.集合方法は現地集合、現地解散   駐車場あります 

 時間 10時00分集合  場所 水戸市住吉町269-3 tel029-248-0521 

2.移動例会はホールを借りて行う。 

式次第 

 司会は水戸さくらRCの会場・親睦活動・プログラム委員会が行う。 

例会開始 10時10分 

  １.点鐘 

  ２会長の時間 

 ３委員会報告 

  ４.幹事報告 

 ５楽器寄贈 

   目録奏上 

   茨城音楽学園の謝辞 

 ６.点鐘 

 例会終了 10時40分 

昼食までモザイクアートもしくは売店に移動して時間を調整する。 

  11時30分~ 昼食 「カレーライス」 昼食後 自由解散 

ここからは自主参加 

 文化祭の売店などで時間を調整し13時30分より 

ピアノコンサート ショパン 「皇帝」演奏 長瀬 賢弘  

イタリア国際コンクール3位 
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モザイクアートに関係する人たちはモザイクアート会場準備を行う。 

集合 9時00分 

予定タイムスケジュール 

   会員集合時間:9:00(タイル教室の準備) 

10時例会参加 

途中早めに退場しタイル教室を行う 

   タイル教室:10:00〜13:00 

11時30分~ 交代で昼食をとる 

   会場片付け:13:00〜13:30 

13時30分 コンサート自由参加 

  終了後解散 

 

水戸市内６ロータリークラブ合同例会のご案内 

水戸東 RC 会長 諸岡 信裕 

１．期日・日程 ２０１９年１１月１４日（木） 
         受   付 ・・・ １７：５０～ 
         例   会 ・・・ １８：１５～１８：３５ 
         講 演 Ⅰ ・・・ １８：４０～１９：３０ 
          「健康の正体」 

順天堂大学医学部付属順天堂医院 
                     総合診療科教授 小林 弘幸氏 
         講 演 Ⅱ ・・・ １９：３５～１９：５５ 
          「茨城県における市民緊急対応の必要性－心肺蘇生と AED－」 
           水戸医療センター救命救急センター長 安田  貢氏 
         懇 親 会 ・・・ ２０：００～２１：３０ 
２．会 場  水戸プラザホテル（水戸市千波町 2078-1  TEL 305-8111） 

３．会 費  ６，０００円（ほかに各クラブ負担があります） 

※11 月 11 日（月）の例会変更となります。 

 

幹事報告 

◎新会員の推薦がございました。詳しくは各会員に個別に内容をお送り致します。 

◎前期会費の未納の会員がおられるようです。早急に納入をお願いいたします。 

◎本日、理事、役員会がございました。 

 ・茨城音楽学園の奉仕活動について話し合われました。詳しくは後日委員会よりご連絡

して頂きます。 

 ・会計より現在までの収入、支出についての説明がございました。 

 ・九州北部豪雨災害、台風 15 号による強風・豪雨災害の義援金依頼が地区よりあり、

一人当たり１，０００円を寄付することになりました。 
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 出席者：和田会長、阿部会長エレクト、大澤副会長、島村会計、大木理事、荒川理事、 

永井理事、井坂 

 ◎10 月 24 日は第３分区の親睦ゴルフ大会がございます。お忘れないように。 

 ◎10 月 23 日は水戸市内６RC の会長幹事会が予定されております。何か提案したい議題

がございましたら、井坂までご連絡ください。 

 

ニコニコ BOX 報告 

氏   名 内   容 

水戸東 RC 会長 

諸岡 信裕 

本日、よろしくお願いいたします。 

島村 宏 水戸東 RC 諸岡会長本日の卓話、ご苦労様でございます。 

よろしくお願いいたします 

鈴木 拓治 現在行われている国体に常陽銀行野球部が県代表で出場しておりま

すが、本日残念ながら決勝で負けましたが、準優勝することができ

ました。ご声援ありがとうございました。 

岡田 晃 本日は諸岡会長，卓話よろしくお願いいたします。 

私にも良いことがあり、長男に男の子が誕生しました。 

祖父として今後も頑張りますのでご指導よろしくお願い致します。

圷 愛子 スポーツの秋です。10 月からスカッシュに続いてテニスも習い始

めました。昔やりたかった事をこの年で楽しんでいます。 

集   計 

10 月 7 日 5 件 合計 18,000 円 累計 216,000 円 

 

例会出席状況報告 

■10 月第 1 回（10 月 7 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 26 名 18 名 69.23％ -名 18 名 69.23％ 

■当日欠席者 

大泉 哲、伊藤 典裕、川上 裕一、高槻 一雄、小林 新、高野 義久、中村 幸生、 

須田 祥子、【休会】根本 佳典 

■ゲスト・ビジター（敬称略） 

諸岡 信裕 水戸東 RC 

奈良 早苗 水戸南 RC 

方 東岳 米山奨学生 

 
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 ] 


