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卯野福弥会長

国 歌 斉 唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
司会 卯野福弥会長
★出席報告
栩木直行委員長
会 員 数
３２名
出 席 者
１６名
欠 席 者
１４名
出席免除者
２名
メークアップ
１４名
出 席 率
100.0％
★会長挨拶
卯野福弥会長
いよいよ今週は八朔祭りが始まります。６日
のお宮参りに始まって９日まで湊の街中が祭り
一色となります。今年は屋台が８台出ますが、
猛暑のため皆様には健康管理に十分お気をつけ
てほしいと思っています。
この時期には、 国営ひたち海浜公園でのロッ
ク・イン・ジャパン・フェスティバルや黄門まつり
が行われます。いつもの事ながら大きなイベン

２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるか
どうか

トが八朔祭りと重なっています。何とかあれだ
けのお金をかけているのですから、 たくさんの
人たちが八朔祭りに来てくれることを祈りたい
と思います。費用対効果からいうと、本当にもっ
たいないといつも思っています。
なお、 磯崎久喜雄会員が暫く前から病気療
養中でしたので、７月になってから何度か磯崎
久喜雄会員のご自宅にお見舞いに行ったのです
が、どなたもいらっしゃいませんでした。過日、
息子の達也さんにお会いする機会がありました
ので、 クラブからのお見舞いをお渡ししておき
ました。
次に、 昨年度末皆様に「会員候補者の件」に
ついてお知らせしましたが、 川﨑誠さんの入会
推薦に異議がありませんでしたので、７月１日
付で当クラブの会員となりました。よって今年
度当初の会員数は32名となりました。
一月遅れとなってしまいましたが、 本日ここ
にロータリーバッチを襟元に付けさせていただ
きます。
なお、 川﨑誠さんのご紹介については黒澤利
勝会員にお願いいたします。

★幹事報告
遊座文郎幹事
・来週の例会（10日）はお盆お休みですので規定
により休会です。
・今年の倉澤修市ガバナー公式訪問は11月16日
です。各委員会の委員長さんはクラブ現況報
告書の事業計画書並びに昨年度の事業実績報
告書を提出していただきたいと思いますので、
ご準備の程よろしくお願いいたします。
★ 新入会員の紹介
紹介者 黒澤利勝会員

私とは50年以上のお付き合いで、 何でも知っ
ている仲間です。月曜日は特にお忙しいという
所を無理をして出席していただきたいとお願い
しておきました。
川﨑 誠会員
生 年 月 日 昭和32年３月11日
入会年月日 平成27年７月６日
事 業 所 名 社会福祉法人平磯保育園
所 在 地 ひたちなか市平磯町2984-1
役 職 名 理事長・園長
自
宅 ひたちなか市平磯町2993-1
家 族 構 成 妻、 長女夫婦、 次女
〔自己紹介〕

はじめまして、 わたしは、 平磯保育園園長の
川﨑 誠と申します。那珂湊ロータリークラブ
へは、 何人かの会員にお誘いを受け入会出来る
ことになりました。

私は、 社会福祉法人の理事長も兼務していま
す。法人としては平磯保育園と平成22年に磯崎
に開園した海の子保育園の２施設の経営となり
ます。両園を合わせますと約240名の園児が登
園して来ています。それと、 平磯保育園の創設
は昭和16年12月１日に創立され、 今年で75年目
になります。本園の創設者の初代園長、 川﨑長
光が保育園設立を志した頃から同士であり保育
の先輩である堀川保育園の堀川秀雄先生とお父
様の保育園で見習いとして保育の指導を受けた
そうです。しかし、 開園後まもなく大東亜戦争
（真珠湾攻撃12月７日）がはじまり、 昭和18年頃
から終戦を迎えるまで、 園児は空襲に備え防空
頭巾を被り、 防空壕のある保育園へと変貌して
いったそうです。
第１回卒園生99名を送り出してから平成26年
度卒園生で4,284名の園児が卒園していきまし
た。第１回卒園生の年齢を考えれば、 80歳とい
うことになり、 親子４世代目の子どもが入園し
て来ていることになります。
平成13年度には私に代が替わり、 地域に根ざ
した保育園として今日に至っています。
結びになりますが、 那珂湊ロータリークラブ
の一員として受け入れて頂きまして、 ありがと
うございます。今後とも宜しくお願い致します。
★委員会報告
プログラム委員会
鹿志村吉信委員長
○ 例会プログラム変更について
９月７日の例会は、 下記により夜の例会に変
更いたします。
夜の例会（胴体力体操）のご案内
来る９月21日は敬老の日ですが、 誰しもいつ
までも若くありたいという気持ちを持っていま
す。そこで９月７日（月）の例会は、 私たちの健
康を維持していくために、 胴体力体操を体験す
ることにしました。下記により参加される会員
は、自分の予想以上の身体の硬さにショックを
覚えるかも知れませんが、 講師の動きを見て希
望を見いだせればと思っています。またとない
機会ですので是非ご参加下さい。
記
１．日 時 ９月７日(月)
18:00 ～ 19:00(胴体力体操)
19:00 ～ (食事)
２．場 所 藤屋ホテル
３．講 師 沼尻 巌先生・藤咲久光会員

★卓
話
「モンゴル教育ボランティア派遣団」
黒澤利勝会員

平成27年５月４日～８日までの５日間、 杉山
清城里町議会議員、 川上博・小森敏雄常陸大宮
市議会議員と私で、 成田空港から約５時間30分
かけて着くモンゴルは遠くて近い国でした。
最近まで多くの情報がベールに包まれ、チン
ギス・ハーンと大草原のイメージが強く、 昨今
では相撲や教育での交流も充実し、 国を挙げて
の親日国であります。
今回は、 教育ボランティア派遣団として4名
が参加し、二校の田舎の学校へ教材等を無事に
贈り届けることができました。

① 場所：トゥブ県エルデネ村
(ウランバートルから東へ75㎞)
生徒数：420名
先 生：52名
贈呈品：コピー用紙27,000枚 チョーク1,600
本 ボールペン480本
② 場所：トゥブ県ムングンモリト村
(ウランバートルから東へ200㎞)
生徒数：204名
先 生：22名
贈呈品：コピー用紙9,000枚 チョーク400本
ボールペン240本 タオル60本

５月４日 成田 空 港 からウラン バ ートル Ｏ
Ｍ502便 で14:20発 ウ ラ ン バ ー ト ル20:00着
税関にてトラブル発生。教育ボランティアと
いえども、 規定数量が超えているため、 税金を
支払えとのこと。ここで１時間ほどやり取りを
し、900円支払ってやっと税関を抜け出しました。
さすがに夜9:00なので薄暗くなっていました。
夜8:00位までは明るいらしい。

５月５日 宿泊したホテルからエルデネ村にあ
る学校へ向け出発。ここの学校は、 小・中・高一
貫校で生徒数420名。一貫校と言えば聞こえは
いいが、 学校が少ないため、 午前は小学生、
午後は中学生、夜間は高校生という具合でした。
ここまでは道路が整備してあり、 快適なド
ライブでした。これから、 ムングンモリト村の
学校へ向かいましたが、 道路は全くなく、 建
物も標識もありませんでした。途中、 川（川幅
５ｍ～ 10ｍ・水深50㎝）をいくつか渡りながら、
大草原の道なき道を約130㎞を唯々走りました。

ムングンモリト村の学校に着いたのは午後
3:00頃でした。ここはまさに大草原の中の学校
で、 学校の他には先生の宿舎と子どもたちの宿
舎があるのみでした。校長室で持参した教材等
を贈呈し、 子どもたちと記念撮影をし無事終了
いたしました。

最終日 朝日新聞・ＴＶ朝日のメンバー８人と
ディナーをご一緒させていただきました。モン
ゴル大学生の弦楽四重奏の圧倒的な迫力のある
演奏を30分ほど拝聴しながら、 戦後70年という
節目（ノモンハン事件）をたどって取材に来てい
たと言うことで、 一緒に懇談をしながら、 楽し
い一時を過ごさせていただきました。この取材
の録画は、 ＴＶ朝日の番組で６月16日にテレビ
放映されました。

「出席はロータリアンの３大義務の 1 つです」

