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９月第１回例会プログラム 

R4.9.5（月）於：水戸京成ホテル 

12:30 ～ 例会開始 

１． 開会点鐘 

２． 君が代斉唱 

３． ロータリーソング斉唱 

４． ゲスト・ビジター紹介 

５． 水戸市卓球協会会長・芦間様ご挨拶 

６． 会長の時間 

７． バースデー会員紹介（井小萩、小島、萩谷会員） 

８． 米山奨学金 授与 

９． 委員会報告 

10. 幹事報告 

11. 外部卓話 ミニシアターあまや座支配人 大内 靖氏 

12. 閉会点鐘 

 

 

  

８月２９日例会報告 

※例会にはマスク着用のご協力をお願いします。                                      

※欠席、メークアップのご連絡は出席委員会（小林賢会員）まで 

ご連絡ください。 

※当日の昼食はお弁当となります（お持ち帰り）。 

今後の予定 

 

9 月 基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間  

9 月 12 日（月）   昼の例会 新会員入会式 

9 月 18 日（日）   ロータリーデー 

水戸市内６RC 環境保全活動（雨天時 25 日へ） 

9 月 19 日（月・祝） 休会 敬老の日 

9 月 26 日（月）   振替休会 １日へ振替 

 

10 月 地域社会の経済発展月間・米山月間 

１０月１日（土）     8:00～ 笠原水源清掃 

10 月 3 日（月）    振替休会 １日への振替 

10 月 10 日（月・祝） 休会 スポーツの日 

10 月 17 日（月）   地区出前卓話 

10 月 24 日（月） イニシエーションスピーチ 富永会員・杉山会員 

10 月 30 日（日） 地区大会２日目 

10 月 31 日（月） ３０日へ振替 

■出産お祝いの贈呈 

 

礒崎会員に待望の第一子が生誕されました。 

困難も経て授かったという本人談もありました

が、これから健やかに成長されることを記念いた

します。 

 

クラブより出産お祝いを贈呈いたしました。 
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■会員３分間スピーチ（小林賢会員） 

 

■卓話１ イニシエーションスピーチ （鬼澤 卓会員） 

 

こんにちは。改めまして、鬼澤 卓と申します。 

本日はイニシエーションスピーチをやらせていただきたい 

と思います。よろしくお願い致します。私は、平成３０年生まれの 

３０歳で、職業は大先輩である鈴木（正）会員と同じサツマイモ 

生産農業を営んでいます。初めに、先々イニシエーションスピーチ 

を行った先輩方みたいに感動やすごい経験はありませんし、 

できません。つまらない話ですが、よろしくお願い致します。 

 野球で人生を変えられる、一言で表せば私の人生はこのフレーズで人生を送ってきたといっても過言では

ありません。プロやノンプロにもなれなかった私の経歴をお話しします。私は、茨城県鉾田市、旧旭村に生ま

れ小学３年生から野球をやってきました。嘘か本当か分かりませんが、父も野球が大好きですので江川卓に

ちなんで、名前を付けたと聞きました。野球熱は熱い地域柄でしたので知らないおじさんにご指導いただい

たり、野球の試合があれば犬を連れた散歩中の老夫婦から野球用具をいただいたりと、幼少期を過ごしまし

た。中学生時代は遊び、野球、遊びと野球熱もあまりなく、高校進学も通いのある水戸付近の高校がいいかな

と深く考えていませんでした。 

中学３年生の秋、水戸短大付属（現水戸啓明高校）に進路が決まり、あとは平日遊んで土日は公式野球チーム

で各方面の中学校の仲間と汗を流していました。その生活をしているときに、もうすぐ帰れる６限目の授業

中、校長室に呼び出されました。当時、思春期で人間性の未熟さ否めないころ、多少の悪戯が露わになり保護

者の呼び出しとなったものと確信しました。ところが、校長室で待っていたのは、明秀学園日立高校という

学校の野球部監督、担任及び主任の先生、そして両親でした。いまだに覚えているのは関西弁の流暢な少々

恰幅のよい中年の男性だけです。 

 

 

小林賢会員による３分間スピーチがありました。 

水戸京成ホテルの副支配人として、ご尽力されてい

らっしゃいますが、スピーチ時にイベントの告知を

いただきました。「常陸太田 里山のチーズとワイ

ンの旅物語『序章』」と銘打った企画です。要予約と

なりますので、ご興味のある方は是非この機会に！ 
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 世間では、さほど有名ではなく野球もうまくない私に対して、野球部監督はこう言い放ちました。『甲子園

に行きたいんや、お前みたいな田舎のあまちゃん小僧と他県の選手とで野球の引き出し教えちゃる。名も有

名じゃない高校で青春捨てて２年半野球だけをしろ。』というものでした。この言葉のあと、これが明秀学園

日立高校の方々とは知らないままに、両親の意思によりこの学校へ進学する運びとなりました。 

 高校野球は地獄のような２年半でした。日立市に所在するかみね動物園に行かれた方はご存知とは思いま

すが、急激な坂道がありますが、この坂道を毎日５往復走ります。タイム走で所定時間を下回ることができ

なければ、全員がやり直しさせられます。寮の食事も毎食白米を１キロ、全員食べ終わるまで待たねばなら

ない等、今の時代で発信できる地獄の形相はここまでです。公表できない範囲は、日立海岸の砂浜 42.195 キ

ロランや、集団走８時間など、過激なもので救急車の出動や重傷者も出るほどでした。人生で初めて理不尽

を跳ね返す、チームとしての在り方、自立型人間になり社会で必要とされる人材になりなさいと学びました。

これらの経験から、残念ながら甲子園には行けませんでしたが、人間として、社会人へなるための基礎を学

ばせていただきました。 

 大学は千葉県の城西国際大学へ進学、野球部として４年間を過ごしました。大人の欲望と汚さを肌で感じ、

ある意味よい経験を積むことができました。そこではレベルの高さを実感し、プロ野球選手も周囲に多数い

たことから本気の野球は大学で終わりました。 

 学卒後、東京は日本橋に所在する、(株)日本機材という足場材の営業職として従事していたところ、父が病

気を患い茨城へ帰郷し家業のサツマイモ農家を手伝い始めることとなりました。そこで、鈴木（正）会員と出

会いました。父との親交が深かったことに加え、ご子息も野球をしていたことから、現在でも非常にかわい

い後輩は鈴木（正）会員のご子息です。過去のエピソードをご紹介します。私が父と対立し、家出をしてしま

ったことがありましたが、父と私の仲裁にはいっていただいたのは鈴木（正）会員でした。まだ若かった私は

鈴木（正）会員にも牙をむいてしまい、その節は多大なるご迷惑をお掛け致しました。それでも見捨てず、た

まにお会いすれば仕事やお酒、野球のお話で盛り上がります。また岡田晃会員や岡田柊会員、岡田柊会員の

兄とも出会い、これがきっかけとして水戸さくらＲＣに入会しました。今年で３１歳になります。『野球で人

生は変えられる』それは出会い、つながり、私の人生にとって必要不可欠です。 

現在、母校の明秀学園日立高校の監督である金沢成奉監督はいつもおっしゃいます。 

チームとして、柱として、『ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ ， ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ』。このことは会社組織や

社会の一員として同じことが言えるのではないでしょうか。まだまだ世間知らずの若輩ではございますが、

ＲＣの諸先輩方からたくさんの知恵を吸収しようと思います。本日はご清聴ありがとうございました。 
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■卓話２ イニシエーションスピーチ（岡田 柊会員） 

 

1999 年 6 月 4 日産まれ 

家族構成は妻と娘 2 人の 4 人家族です。 

小さいころから空手と野球を習っていました。空手は小学 6 年生の時に黒帯である初段を取得しやめ、野球

一本でやってきました。 

私の家庭は小さいころから厳しい家庭で育ちました。 

高校の時、葵陵野球部に所属していました。 

野球部に所属する前に父との約束があり、「学校はどんな時でも自転車で通う」です。 

片道 1 時間半かけて学校に行き、帰りも部活の練習時間は 12 時過ぎることも多く家に帰宅する時間はほぼ毎

日深夜の 1 時、2 時でした。 

そのおかげで強い足腰や精神面が鍛え上げられました。 

野球を引退し高校も卒業して東部燃焼(株)に入社しました。 

社会人となり今まで厳しく父に指導されていた人間としての常識やマナーの意味がようやく分かりました。 

モラルやビジネスマナー、会社とは、を大切にしていこうと思い、自分なりに学ぼうとして倫理法人会やテ

レビ番組であるカンブリア宮殿やガイヤの夜明けなど観て日々学んでいます。 

私が人として意識している事があります。 

マイナスな発言はしない愚痴や悪口を吐かないです。 

吐くという漢字は、口偏に土と書いて「吐く」という漢字になり、土は＋と－と書いて土になり、口から＋の

こと－のことをいうことから漢字が出来ています。 

これを少しずつ－のことを言わないで＋のことを言い続ければ土って漢字が＋だけになり、口と＋で「叶う」

という漢字になります。 

この言葉を大切にし日々仕事をしています。 

また好きな言葉があり、「成功は約束されていないが、成長は約束されている」です。 

常に前を向いてポジティブに考え行動しなければわからない。失敗してもそれが無駄にならず、必ず自分の

ためになっているのでこの気持ちを忘れず、若いからこそいろんな事に挑戦し経験を積んでいきます。
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委員会報告 

■親睦活動委員会 

親睦委員会では新しい名簿を作成いたしました。レターボックスに入れてありますので、ご確認下さい。 

なお、誤字、内容の訂正等ございましたら委員会までご連絡ください。 

小島英樹会員の生年月日に誤りがございました。正しくは１９８３年生まれです。申し訳ございませんでした。 

 

 

幹事報告 

■理事役員会報告 

8 月 29 日（月）11：30 より理事・役員会が開催されましたので、決議内容をご報告いたします。 

出席（敬称略） 高野、岡田、鈴木、荒川、大澤、平山、小林賢、小林寛之、高槻、小林一裕 

１．新会員の告示について 

理事会にて承認されましたので、新会員を告示いたしました。異議申し立ては期日までに幹事宛にお願いします。 

２．9 月 18 日（日）第３分区環境保全活動について 

プログラム委員会の方で出席等を管理する。 

当日は水戸さくら RC ジャンパーを着用してください。9月 5 日例会で購入してください。 

３．例会の日程変更について 

9 月 12 日（月）を通常例会に変更し、9 月 26 日（月）を 18 日（日）の振替休会とします。 

４．次回理事会は 9 月 29 日 18 時京成ホテル景山で行います 

 

■地区大会のお知らせ 

10 月 30 日(日)つくば市ノバホール 

8 時登録 9 時点鐘 14 時から懇親会 

10 月 31 日（月）の振替例会の為、全員参加でお願いします。 
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 ニコニコ BOX 報告 

■８月２９日例会 

氏   名 内   容 

高野 義久 鬼澤会員と岡田柊会員のイニシエーションスピーチ、楽しみにしています。 

鈴木 正人 イニシエーションスピーチ、岡田柊会員、鬼澤会員、楽しみにしています。 

萩谷 慎一 
いつもありがとうございます。１０月１日（土）、笠原水源の奉仕活動＆笠原不動尊再建の

会の講演会を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。 

古賀 裕基 
鬼澤会員、岡田柊会員、興味深い卓話を賜りありがとうございます。 

先日の水戸ＲＣとの練習試合でホームランを打ちました。最高に気持ちよかったです。 

礒﨑 博文 
第一子誕生しました。お祝いを頂き、ありがとうございます。 

父親として頑張っていきたいと思います。 

集   計 

８月２９日 ４件 合計１４，０００円 累計２２５，０００円 

 

例会出席状況報告 
■８月第３回（８月２９日）訂正例会出席報告 

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 訂出席率％ 

３８名 ３６名 ２６名 ７２．２２％ ０名 ２６名 ７２．２２％ 

■当日欠席者（敬称略） 

髙久輝芳・根本佳典・荒木元史・小野瀬将紀・冨島達哉・齋藤信二・富永恭介・柴﨑芳輝・大塚匠 

長澤新・潮田智彦 

【出席免除】青木 進・井小萩誠一 

 

■会員メークアップ 

次回週報にてご報告いたします。 

 

■ゲスト・ビジター 

鬼澤 鉱一 水戸東ＲＣ 

 

 

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

■ 会長 高野 義久   幹事 小林 一裕     ■ 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 古賀 裕基[ TEL 0120-740-600 ]     TEL 029(226)3111 ㈹ 

    副委員長 岡田 柊  


