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6 月第 4 回例会プログラム 
R2.6.29（月）12:30～ 

於：京成ホテル 4F 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． 委員会報告 

５． 幹事報告 

６． 卓話 和田会長 

７． 閉会点鐘 

※例会にはマスク着用のご協力をお願いします。 

 

石田哲郎第 3 分区ガバナー補佐 ご挨拶 

時の流れは速く６月も終盤に入り、ロータリーにお

けます今年度も間もなく終わろうとしています。 

マローニーＲＩ会長の「ロータリーは世界をつな

ぐ」、中村澄夫ガバナーの「人、学びて更なる奉仕」の

スローガンのもと、新年度も順調にスタートし、分区内

８RC への挨拶、７月２４日の水戸西ＲＣを皮切りに１

２月１０日の友部ＲＣまで分区内のガバナー公式訪問

に帯同させていただきました。第３分区には会員数１

１０名から、会員数８名まで様々なクラブがあります。

それぞれのクラブには委員会構成、例会の方式などに特徴があり、水戸西ＲＣしか知らなか

った私には大いに新鮮に感じられました。 

８月２６日の水戸さくらＲＣ公式訪問の際にはクラブ協議会を早めに切り上げ、中村ガ

バナー本職の樹木医の立場からの桜談義で盛り上がったのが印象に残っています。ガバナ

ーのお人柄を垣間見ることができたような気がします。 

１０月２４日の第３分区親睦ゴルフ大会、２月９日に開催されたＩＭには皆様に参加い

ただき、山根会員には発表をしていただきありがとうございました。 

ところが、３月からは新型コロナウイルスの感染拡大により状況が一変しました。地区大

会はじめ様々な行事も中止や延期になりクラブ活動が停滞しました。日常生活にも影響が

及び、インターネットを利用した在宅でのテレワークやウェブ会議などの IT の多様が求め

られ、このような変化に私の古い頭では対応しきれなくなっています。 

ロータリークラブの在り方も今後は変わっていくでしょう。増強も頭打ちになり、例会の

在り方も考え直す時期になるかもしれません。ネットを利用することで効率的に事を済ま

今後の予定 

7 月 6 日（月） 12:30～ 卓話 阿部会長 

7 月 13 日（月） 12:30～ クラブ協議会 委員会事業計画 

7 月 20 日（月） 休会（定款第 7 条第 1 項） 

7 月 27 日（月） 18:30～ 前年度会長幹事慰労会 

本年度会長幹事就任祝い 
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すことができるかもしれませんが、人と人とが直接コミュニケーションをとって絆を深め

ることが、人間にとっては一番大切なことではないでしょうか。ロータリーソングの「手に

手つないで」の精神こそが、人間が集団で生活するために重要なことではないかと考えます。 

この１年は私にとっては激動の年でした。皆様の厚いご助力に感謝申し上げます。 

 

6 月 22 日例会 

■ベネファクター認証状及び襟ピン伝達 

 

和田会長にベネファクター認証状及び襟ピンの伝達が

ありました。 

 

 

 

 

 

■地区大会表彰状（長寿会員＜85 歳以上＞） 

 

青木会員へ長寿と長年のロータリー活動をたたえる

表彰状が伝達されました。 

 

 

 

 

 

■クラブ協議会 開催 

 

クラブ協議会が開催され、今年度の委員会活動の報告

がありました。 
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お礼（幹事を終えて） 

                            幹事 井坂 純 

 皆様、１年間和田年度を支えて頂き、ありがとうございます。至らないことも多々あり、

またいろいろとご無理をお願いしたこともあったことと思います。この場をお借りして、皆

様には感謝と共に、お詫びを申し上げます。 

和田会長とは１年間を通じて、たくさんのことを話し合いました。和田会長のことは、10

個以上良いことを上げられます。また、10 個以上悪いことを上げられます。和田会長とは

１年経って、そんな関係です。和田会長とはかなりの年の差もありますが、会長より８年ぐ

らい早く入会していた私は、先輩という立場もあり、ものすごく生意気な幹事だったと思い

ます。和田会長のクラブへのご提案もかなりの頻度で否定してしまいました。また、幹事に

なる前にお願いしていたこともありますが、例会以外の集まりには、多々和田会長に出席を

お願いしてしまいました。いやな顔をせずに、大変に申し訳ございませんでした。和田会長

はものすごくアイデアマンで多くのことを、いろいろな角度から考え、実行したいと思って

いた方です。私はロータリーに入会して 20 年になりますが、こんなにいろいろとクラブの

ことを考えた会長は少なかったと思います。多くの方は会長に選ばれて１年間をとりあえ

ず無難に過ごされ、問題ない会長年度を終えらました。新型コロナウイルスで休会などがな

かったら、もっとより良いクラブにすることが出来た会長だと思います。多少ご自身では消

化不十分なこともあったと思いますが、たくさんの奉仕活動、多くの外部卓話を企画され、

お疲れさまでした。そんな中、少し提案時期が遅かったり、お一人で進められてしまったこ

となどについて私が対応しきれないこともあり、またご無礼を申し上げたことを悔いてい

ます。 

和田年度で残念なことは多くの会員が退会されたことです。 

最後の最後になって、大泉会員の退会はかなりショックでした。大泉会員は私が入会した

ときに少し上の先輩で、以前いらした町田会員と共に私の面倒を見てくれた方です。よく

「大泉さんが会長になる時は、私が幹事をやる。」と言っていました。今年になって、連絡

をしたのですが、現在は体調がすぐれずに、会社では一線を退き、会長職になり息子さんや

後輩に仕事を任せているとのことで、ロータリーも退会したいと聞いていました。最後にあ

ったのは数年前の還暦のお祝いをした時でした。元気な時には、以前にもお話したことがあ

るかもしれませんが、お正月にランボルギーニで突然私の診療所に現れ、爆音とともに去っ

ていきました。ゴルフもよく連れて行っていただき、あの頃は私も今よりはましだった気が

します。多くの会員がお会いしたことが無いようで、高野さんでも例会では会ったことがな

かったようです。お体を大切にしてください。 

また、今年度途中から休会され退会されたのが川上会員です。川上会員は私としてはいろ

いろと慕っていて、こんなに良い方がいるのかと思うような方でした。年下の私に対しても、

敬語で話され、くだらないジョークに笑ってくれました。娘さんが梅娘になられたことを話

されたときの万弁の笑みは、忘れられません。島村さんが主宰するゴルフコンペ（水戸信用
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金庫）ではいつも同じ組で、下の方を争う仲でした。体調がよくなられたら、またお戻り頂

ければ嬉しいです。今も「みどり園」の奉仕活動の時に頂いたコースターを使っています。 

鈴木拓治会員には、今年度奉仕活動に多々ご尽力いただきました。常陽銀行の支店長は今

まで我クラブに入会して頂き、いろいろな方がいました。ロータリーを楽しむ方や業務命令

と思っていた方。その中で一生懸命奉仕活動にご協力され、今年は、「水戸近郊中学新人卓

球大会」のご準備や「茨城音楽学園」でのご準備など多方面でのご活躍が光りました。会社

の意向での退会は非常に残念ですが、たまには昼食でも食べに来てください。 

山根会員には第 3 分区 IM でお世話になりました。12 月初めに発表のお願いをして、そ

の後なかなか連絡が取れずに、無理なお願いをしてしまったので、クラブに出づらいのかと

も思いました。IM の直前になって連絡が付いたのですが、心配で８分間の原稿を作り、も

しもの時のために用意しました。IM 当日はものすごい立派な発表をされ、また多方面から

賞賛を頂き、私の原稿でなくてよかったことを痛感いたしました。このような優秀な方が退

会されることは残念です。次年度の奉仕活動ではよろしくお願い致します。 

須田会員は私と同じ昭和 39 年生まれで、ロータリーで初めての同級生で喜んでおりまし

た。過ごしてきた時代も当然同じで、私個人としては気が合うように思っていて、当時流行

した聖子ちゃんカット風？がまた親しみを感じていました。「まさか、退会されるとは。」と

一番思った方です。もっともっとお話をしたいと思っていました。本当に残念です。 

そして中村幸生会員。これからの水戸さくら RC をけん引していくはずだった方です。入

会早々に、２年間も親睦活動・会場・プログラム委員会の委員長をされ、本当に大変だった

と思います。このことを経験されたのなら、当然幹事職など、無難にこなすことが出来たと

思い、中村さんがいることで水戸さくら RC が安泰であると考えていた方も多かったよう

です。人懐っこいキャラクターは誰からも好かれていました。とにかく待っていますので、

時期が来たらまた一緒にクラブを盛り上げていきたいです。よろしくお願いいたします。 

伊藤会員は、原因が定かではありませんが、連絡が取れずに、とりあえず退会して頂くこ

ととなりました。野球ではものすごく活躍して頂きました。また、以前には奥様もご同伴さ

れ、家族が仲良しなのがうらやましいです。機会があればまた戻ってきていただければと思

います。 

以上、今年度末で退会されてしまう会員です。思えばかなり優秀な方ばかりで、今後の水

戸さくら RC が不安なところもございます。そんな中、４人の会員が入会されました。ご承

知のように、鈴木正人会員、小林寛之会員、小林一裕会員、小林賢会員です。鈴木会員は現

在少し欠席されていますが、季節的にお仕事が忙しいとのことで、もう少ししたらお顔を拝

見出来るようです。小林寛之会員は最近例会の司会もされ、たくましく思います。まじめな

ところが好感度を上げています。小林一裕会員はニコニコボックス委員会での発表、受付等

を早くもされるようになり、頼もしいかぎりです。入会されて間もない小林賢会員は水戸京

成ホテルの総支配人ということもあり、今後は何かとご面倒をおかけすることもあります

が、よろしくお願い致します。皆さん新会員の方は堂々とされ、期待される方ばかりが入会
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されました。そんな彼らをまとめているのが岡田会員で、いろいろと年間を通じてお願い等

もしてしまいました。申し訳ございませんでしたが、今後も大変期待しております。もし、

分からないこと、苦情等ございましたら何でも話し合いましょう。（ただ、苦情は優しくお

願いいたします。）次年度も若い方を束ねて、ご活躍をお願い致します。また、小林新会員

にも、ものすごく期待しております。次年度は同じ委員会ですので一緒に頑張りましょう。

いろいろとお願いしてしまうかもしれません。 

多くの退会者を出してしまいましたが、多くの優秀な新会員を迎えることが出来ました。 

今回は直接お礼の言葉を記載しませんでしたが、多くのベテラン会員、中堅会員にも助け

て頂き、和田年度を終えることが出来ました。ありがとうございます。 

阿部会長、高野幹事の下、次年度は今年以上にクラブ活動を一致団結して盛り上げていきま

しょう。 

１年間、至らない幹事ではありましたが、苦情等をあまり言われることなく、クラブ活動

にご協力頂きありがとうございました。私は褒められて伸びるタイプですので、失敗しても

皆様の暖かく見守って頂いたことにより、これからもクラブ活動に切磋琢磨してまいりた

いと思っております。個人的には、現在まだ仕事、子供の養育等に時間を取らなくてはいけ

ないこともありますが、10 年後ぐらいには上の職も経験したいと思いますので、それまで

ご指導をよろしくお願い致します。本当にお世話になりました。 

 

最後に幹事職は現在いろいろと複雑な地区とのやり取りなどがあります。またクラブの

暗黙の決まり、通年の行事など分からないことが沢山あります。毎年幹事は変わり、なかな

か仕事内容を把握できません。その仕事の一部を事務局の眞﨑さん、山中さん、吉井さんに

支えて頂き、また分からないことを教えて頂いて、ようやく一人前の幹事として、役職を全

うできます。いつも仕事の依頼したものの対応、提出書類の訂正、助言等多くの部分で助け

ていただきました。大変に助かりました。ありがとうございました。これからもよろしくお

願い致します。 
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ニコニコ BOX 報告 

氏   名 内   容 

石田 哲郎 第 3 分区 

ガバナー補佐(水戸西 RC） 

一年間、大変お世話になりました。 

大澤 一茂 岡田委員長、目標額の達成おめでとうございます。 

１年間ご苦労様でした。 

池田 勇夫 和田会長、井坂幹事１年間お疲れさまでした。 

次回の例会欠席の為、今日感謝の意を表します。 

これからも宜しくお願いいたします。 

コロナ禍の時期に大変でした。 

小林 寛之 石田哲郎第３分区ガバナー補佐、ようこそお越し下さい

ました。 

本日は、ご指導よろしくお願い致します。      

 

集   計 

6 月 22 日 4 件 合計 18,000 円 累計 601,580 円 

 

 

 

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 ] 


