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１０月第４回例会プログラム 

R4.10.30（日) 地区大会 ９：００～  

於：つくば市ノバホール 

１． 開会点鐘 

２． 国歌斉唱  

３． ロータリーソング斉唱 

４． 物故会員に対する黙祷 

５． ＲＩ会長代理紹介 

６． 来賓・友好地区紹介 

７． 参加クラブ紹介 

８． 歓迎のことば 

９． ガバナー挨拶並びにＲＩ現況報告 

10. 来賓挨拶・記念事業目録贈呈 

11． ＲＩ表彰 

12． 地区表彰及びＰＨＳ表彰 

13． 米山記念奨学会表彰 

14． ガバナーエレクト挨拶 

15． ガバナーノミニー挨拶 

16. 次期地区大会開催地代表挨拶 

17． ＲＩ会長代理講評 

18． ガバナー謝辞・記念品贈呈 

19． 記念講演 「 ヴァイオリン演奏 」 

20. お礼の言葉 

21. 閉会点鐘 

 

※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。 

今後の予定 

 

10 月 地域社会の経済発展月間・米山月間 

10 月 31 日（月） ３０日へ振替 

 

11 月 ロータリー財団月間 

11 月 6 日（日） 児童養護施設 内原和敬寮との交流事業  

11 月 7 日（月） 振替休会 6 日（日）へ振替  

11 月 10 日（木） 水戸市内６RC 合同例会 於：水戸三の丸ホテル 

及び ZOOM 

11 月 14 日（月） 振替休会 10 日（木）へ振替 

11 月 21 日（月） イニシエーションスピーチ  

11 月 28 日（月） 夜の例会 イニシエーションスピーチ 

 

12 月 疾病予防と治療月間 

12 月 5 日（月）   年次総会 次年度役員選出 

            イニシエーションスピーチ 

12 月 12 日（月）  イニシエーションスピーチ 

12 月 19 日（月）  休会 

12 月 26 日（月）  夜の例会 

 

■ 会長の時間 

 

１０月２４日例会報告 

水戸さくらＲＣは、創立以来、会員数が４１名とな

り、過去最大の規模へと成長しました。 

大変喜ばしいことではありますが、１点、課題が発

生しました。 

皆さまにご利用いただいております、レターボッ

クスのＢＯＸ数が足りなくなりました。つきまし

ては、新しいレターボックスを購入しますので、ご

承知おきください。 

大懇親会 １４：００～１５：４０ 

於：ホテル日航つくば 
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■３分間スピーチ（上段：和田会員・下段：小林賢会員） 

 

■ 卓話１ イニシエーションスピーチ 荒木元史会員 

 

改めて、荒木元史と申します。 

１９８８年１２月２４日生まれの現在３３歳になります。 

妻と５歳の息子、９歳のトイプードルの４人家族です。 

生まれも育ちも水戸市です。 

現在、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の独立型研修生を 

しています。 

法人・個人を問わず損害保険・生命保険の営業をしています。 

<生い立ち> 

幼稚園から高校まで水戸市内で過ごしました。長男であり、かつ初孫であることから、幼いころは両親共

に夜勤が多く、祖父母に育てられたといっても過言ではありません。祖父は会社を経営し、祖母も自宅で商

売をしていたため、周りの従業員・お客様に可愛がられてきました。 

幼稚園児の時には、とても恥ずかしがり屋な子供と両親から言われておりました。小学生になると同時に

母の一存で剣道教室に通い始めました。当時は、今と違い小学校１年生でも中学生と交えて稽古をしていま

した。体格の違いから心身ともに鍛えられることも多く、今では問題になっていたかもしれません。※息子

が同じ内容で稽古をしていたら、妻はヒステリックになっているかもしれません。良くも悪くも、厳しい稽

古に励んだこともあり、小学生の時には茨城県が会場となった全国大会に出場することができました。中学

校でも剣道部に入りました。小学校までの貯金で練習していたこともあり、県大会で中学生の部活動が終了

しました。中学校卒業後、特に仲良くしていた友人たちは進学せずに社会人として活躍していました。お給

料をもらい、自由に過ごす友人に憧れ、両親に心配をかけていた時もありました。ずっと続けていた剣道を

高校では続けずに遊び中心の生活をしていました。 

 

 

「お米 1 粒落とすとその場で止まって固まってしまうが、おにぎりに

して落とすと転がる。これは自由度が増したことであり、進化という。 

集めれば集めるほど豊かになる。」 

貴重なスピーチありがとうございました！ 

 

「水戸京成ホテルでお得なクーポンが発売されるので、チラシ

をご覧ください。」ご興味のある方は、レターＢＯＸ内の該当

チラシをご参照のうえ、是非この機会にご利用くださいませ。 
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しかし、高校でも生涯の友といえる友人ができました。目標があり、市街・県外から入学してきた人も多

く、ここで自身の半端さに気づかされました。今思うと、剣道も勉強も半端で何事も本気で挑むことが無か

ったように思います。そのため将来についても漠然としたことしか考えておらず、大学進学を決めたのも３

年生の１０月でした。流れで大学に進学し、４年間の青春を謳歌しました。 

<職業> 

冒頭に述べたとおり、現在はあいおいニッセイ同和損害保険㈱に務めているのも、実は３社目です。新卒

では、学校向けの教材営業を行っていました。ルート営業で４３校を担当していました。若さと勢いで営業

していたこともあり、帰りは日を跨ぐこともがほとんどで、体調を崩すこともありました。 

次の２社目は、食品卸の会社で総務・人事・労務を担当する部署にて勤めました。初めての内勤で数字に追

われなくなったと思いきや、月次をはじめ期日に追われることが多くなりました。また営業とは違い、社内

での人間関係構築の大切さを痛感しました。 

そんな中、大切な祖父をなくし、祖母にもガンが発見されました。幼い頃は祖母みたいに自分の会社を持

ち、社長になりたいと思っていたこと、祖母のように楽しく働きたいと思っていたことを思い出しました。

ただ、起業願望はあったものの、ノウハウがまったくなく自身にわだかまりがありました。ふと、昔ながらの

友人に相談したところ、トントンと話が進み、気が付いたら資格を取り、現職であるあいおいニッセイ同和

損害保険㈱に入社をしていました。 

 現職に入社してからは、不安はつきまといましたが、自分でも驚くように数字がとれました。入社ひと月

目は同期で全国１位になることができました。また１年目でありながら北関東の研修生コンテストでは 5 位

入賞、全国３５位入賞になりました。 

<ロータリークラブのきっかけ> 

日頃から大変お世話になっている小林寛之さんから岡田会長エレクトを紹介していただき、推薦くださっ

た経緯があります。これにより、ロータリー会員として入会させていただく運びとなりました。正直、３０代

前半である私にとっては社会人としてもまだまだ知識も経験も浅く、ましてや「ロータリークラブ」など入

会できるのかと思いました。岡田会長エレクトが絶対に通す、チャンスは一度だと本気で誘ってくださって

いると感じました。小林さん、岡田さんが熱い情熱をもってロータリー活動に励んでいる話を聞き、ワクワ

クしました。 

何事にも熱意をもって取り組む姿が私の理想の姿でした。また、奉仕活動には最近の実体験ですが興味が

ありました。現在、息子が通っている幼稚園では、父親の奉仕作業が多く、炎天下の中草刈りをすることがあ

りました。他にも、DIY で本棚を製作したり、遊具の塗装をすることがありました。活動後は園児や保護者

から感謝の言葉をいただき、達成感が湧きました。それよりも息子が誇らしく話したという報告を聞いてな

によりうれしかったです。様々な職業・年齢の方々が所属されており、日々学ばせていただいております。 

ロータリアンとしてまだまだ未熟ですが、皆様のような経営者になり、幼き頃の私のように息子がこの背中

を見てくれるよう精進していきます。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 小島英樹会員 

 

皆様、こんにちは。改めまして、私は小島英樹と申します。 

水戸さくらロータリークラブに入会させていただいてから 

約４カ月が経過しました。本日はイニシエーションスピーチ 

ということで、私についてお話をさせていただきます。 

私は１９８３年水戸市柵町で生まれました。 

現在３９歳になります。小学校は水戸市立浜田小学校、 

中学校は水戸市立第三中学校に通いました。幼少期はとても自然が好きで、外で友達と遊ぶことがたまらなく

面白かったです。高校は茨城県立水戸桜ノ牧高等学校に進学しました。高校では、小学校、中学校でやってき

た野球を続けるために、野球部に入部しました。 

厳しい練習の日々で、途中辞めたくなることが何度もありましたが、野球を通して、継続することの大切さ、

様々な人への感謝を学びました。 

高校卒業後は、大学へは進学せずに、しばらく引越のバイトをして過ごしていました。そんなある日、高校

三年生のときの担任の先生に偶然出会い、大学受験を頑張ってみろと言われ、受験勉強を始めました。必死に

勉強したこともあり、いくつかの大学に合格し、進学先は法政大学法学部に決めました。私が法学部に進学し

たのには理由があります。小学校３年生のとき、私の家族は相続による揉め事で大変苦しい思いをしました。

毎日悲しむ両親を見て、私自身も悲しい気持ちになりました。法律を知らなかったことで、辛い思いをするこ

とがあると学びました。私はこのようなことが今後起こらないようにするために法律を学び、そして辛い思い

をしている人の力になりたいと思ったのがきっかけでした。 

大学時代は様々な法律等を学びました。将来は法律の知識を活用して仕事をしたいと決めていたので、いろ

いろな法律関係の仕事を調べておりました。このとき、現在職業としている行政書士資格を知りました。その

当時は、法律を扱う仕事をする様々な資格の中に行政書士って資格があるんだなぁくらいの認識でした。大学

卒業後は、アルバイトをしながら、法律関係の資格取得のために勉強をする生活をしばらくしていました。い

くつかの法律系の資格試験を並行して受験しておりましたが、１番最初に行政書士試験に合格しました。試験

合格後、しばらくしてから開業を決意しました。開業すればなんとかなるとあまい気持ちでいましたが、それ

が大きな間違いでした。いざ開業をしてみたものの、開業して２年ほどはほとんど仕事はなく、何をしてもう

まくいかず、焦りと不安の毎日でした。それも当然、私は資格取得の勉強しかせずに、経営などの勉強をして

こなかったからです。そんな時、私を助けてくれたたくさんの人がいました。この時、改めて人の優しさ、人

とのつながりの大切さを学びました。その後、周りの人々に支えてもらいながら、業務に励み、経営の勉強に

も力を入れ、順調に仕事も増えていきました。 

そして現在、私は行政書士として日々の業務を行っております。私は、小学生の頃に法律を学んで辛い思い

をしている人の力になりたいと決めたこと、それが今職業としている行政書士で実現できたことが大変うれし

いと思っております。まだまだ小さな力かもしれませんが、今後たくさんの人の力になれるように、そして、

より必要とされる行政書士になれるように精進していきたいと思います。 
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幹事報告 
■地区大会駐車場のご案内 

ご案内書を参考に各自自走で会場にいらしてください。 

■2022－2023 地区委員候補推薦のお願い 

水戸さくら RC からは小林寛之会員を推薦いたします。 

■次回、１１月６日（日）和敬寮での青少年奉仕活動を予定しています。 

■１１月１０日（木）水戸市内６ＲＣ合同例会を予定しています。 

 

委員会報告 

■青少年奉仕委員会（冨島副委員長） 

11/6 移動例会の出欠報告を本日か遅くても今週中までに回答してください。 

 

■クラブ管理運営委員会（小林賢副委員長） 

入会 3 年未満の会員に例会時業務手続きをメールしたので徹底してください。 

 出席委員会（小林賢委員長）：週報に１００％出席率を掲載したので確認してください。 

 

 ニコニコ BOX 報告 

■１０月２４日例会 

氏   名 内   容 

平山 哲也 

昨日ノーブルホームスタジアム水戸で当社の野球部が茨城県信用組合に勝利しまし

た。今週末 29 日土曜日 8時 30 分から県営球場で常陽銀行と対戦します。強敵ですが

チーム総力戦で戦ってきます。 

 

集   計 

１０月２４日 １件 合計２，０００円 累計 ２６９，０００円 

 

最後に、ロータリークラブについてですが、私は仕事関係で会員の古賀さんに出会い、水戸さくらロータリ

ークラブに誘っていただきました。大変感謝しております。私は経営者として、まだまだ未熟者です。クラブ

に入会して４カ月ほどで、まだほんの少ししか皆様と交流ができておりませんが、皆様からたくさんのことを

学び、交流を深め、今後さらに私自身も成長していけるように活動して参りたいと思います。 

皆様とのご縁に感謝致します。ご清聴ありがとうございました。 
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例会出席状況報告 
■１０月第３回（１０月２４日） 

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％ 

４１名 ３９名 ２３名 ５８．９７％ ０名  ２３名 ５８．９７ ％ 

 

■当日欠席者（敬称略） 

圷愛子・池田勇夫・大澤一茂・鈴木正人・根本佳典・古賀裕基・髙久輝芳・礒﨑博文・鬼澤卓・岡田柊 

柴﨑芳輝・大塚匠・長澤新・潮田智彦・須藤涼子・木代竜輔 

【出席免除】青木進・井小萩誠一 

 
 

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  


