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卯野福弥会長
ロータリーソング「奉仕の理想」
司会 奥山正紀ＳＡＡ
★出席報告
栩木直行委員長
会 員 数
３２名
出 席 者
２３名
欠 席 者
７名
出席免除者
２名
メークアップ
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★会長挨拶
卯野福弥会長
今月の週報のトップページの反射炉の写真は
先月撮影したものです。
反射炉は、 昭和61年に塗装・修理されました
が、 30年近く経過し全体が黒ずんでしまったた
め、 今回塗装工事を行っています。那珂湊反射
炉は、 水戸藩が建設した大砲鋳造所です。
元治元年（1864年）元治甲子の乱で破壊され
てしまいましたが、昭和12年（1937年）に現在の
模型が復元されました。

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

ご承知のように韮山反射炉は、 UNESCOの第39
回世界遺産委員会で、 韮山反射炉を含む 「明
治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録が
決定しました。湊の反射炉は、 元あったところ
から60m離れたところに造った模型のため今のと
ころ世界遺産にはなっていません。私たちの住
んでいる旧那珂湊には「夤賓閣跡」など数多く
の歴史的遺産があります。私たちは、 先人の遺
した歴史的遺産を後世に語り継ぐ義務があると
思っています。
なお、 今月18日のやきそば大学院「Ｂ-１グラ
ンプリ」出展支援の集いにおいて、 鈴木会頭か
ら「オランダ、 反射炉、 やきそばは、 それぞれ
に関連があって、ひたちなか市の観光の根っ子
である」と強調していました。それだけに反射
炉はこれからの目玉になるかもしれません。
★幹事報告
遊座文郎幹事
・ ガバナー事務所より下記のような鬼怒川水害
見舞義援金のお願いが届いてます。
「皆さまもテレビなどでご存知のように、 台
風の湿った空気が流れ込んだ影響で９月９日か
ら10日にかけて記録的な大雨となり、 常総市の
鬼怒川の堤防が決壊して、 大規模な浸水被害に

見舞われました。自衛隊や警察、 消防などの出
動で住民の救済をしております。急なお願いで
はありますが、 私たちもいくらかでもお役に立
ちたく、 被災されました皆様へ義援金として、
一会員1,000円を集めることに致しました。皆様
のご協力をお願い申し上げます。
」
当クラブとしても、 早速送らせていただきま
したので、よろしくお願いいたします。
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創立60周年記念行事
★除幕式挨拶
卯野福弥会長

★委員会報告
ニコニコボックス委員会
栩木直行委員長
磯崎久喜雄会員……生まれて初めて１ヶ月の
入院を余儀なくされ、 何かとご心配をお
掛けしました。お陰様で元気に回復でき創
立60周年記念式典に間に合いました。あり
がとうございました。
奥山正紀会員……家内の病気も完治し、 大変
ご心配をお掛けしました。ありがとうござ
いました。
★ ホームページについて
岡田 勝会員
現在、 当クラブのホームページのリニューア
ル作業を実施中です。
完成時には会員の皆様が、
ご自分のホームページをお持ちであれば、 相互
にリンクできる仕組みにしたいと考えておりま
す。ついてはご協力のほどお願いいたします。
★ クラブ協議会
「創立60周年記念行事について」
磯﨑 孝実行委員長
本日は平成26年12月５日第１回実行委員会に
始まり、 平成27年９月23日の第10回実行委員会
まで四つの委員会の皆様には大変お世話になり
誠にありがとうございました。
いよいよ来週の10月５日が本番です。皆様の
お手元に当日の式典プログラムのコピーが配布
されています。それをよくご覧になり間違いの
ないように対応していただきたいと思います。
どうぞよろしくご協力の程お願い申し上げます。

本日はここに基隆扶輪社社長蔡定昌様、ひた
ちなか市長本間源基様をお迎えして那珂湊ロー
タリークラブ創立60周年記念として太陽電池式
電波時計の除幕式をとり行うことができますこ
とは、 誠に喜ばしい限りであります。
基隆扶輪社の皆様におかれましては、 仙台か
らのバスによる長旅でさぞお疲れのことと存じ
ます。それにもかかわりもせずご参列を賜りま
して誠にありがとうございます。
申し上げるまでもなく、 ご覧のようにこの公
園には樹齢300年を超える立派な松が植えられて
おります。これらの松は水戸黄門が、 夤賓閣の
庭に植えたと言われています。歴史的にも貴重
な湊公園には、ひたちなか市民のみならず県内
外からも多くの人達が訪れています。この公園
にはこれまで大きな時計がなかったため、 60周
年記念として太陽電池式電波時計を設置するこ
とになったわけであります。今日からこの時計
は、 高い所から湊公園の利用者をやさしく見守
りながら正確な時を知らせてくれるものと思い
ます。そして、 ロータリーの公共イメージと認
知度の向上にも役立つものと考えております。
今日から、 太陽光エネルギーを動力源とする
電波時計が、 しっかりと時を刻み始めました。

なか市に太陽電池式電波時計を寄贈しましたこ
とをご報告申し上げておきたいと思います。こ
の時計は、 高い所から湊公園の利用者をやさし
く見守りながら正確な時を知らせてくれるもの
と思います。そして、 ロータリーの公共イメー
ジと認知度の向上にも役立っものと考えており
ます。

日本と台湾との時差は、１時間ですので、 基隆
は現在午後１時頃になると思います。
今日は、 午後６時から記念式典が予定されて
います。それではまた水戸でお会いしましょう。
本日はご参列いただいた皆様、 本当にありが
とうございました。
★ 記念式典歓迎のことば
卯野福弥会長

本日は、 那珂湊ロータリークラブ創立60周年
記念式典にあたり、 公私ともにご多用のところ、
倉沢修市国際ロータリー第2820地区ガバナー、
友好クラブであります台湾基隆扶輪社社長蔡定
昌様、ひたちなか市長本間源基様をはじめ、ご
来賓の皆様、 そして総勢29名もの台湾基隆扶輪
社の皆様におかれましては、 遠路遥々この日本
の地、 水戸までお越しいただき心から感謝を申
し上げるとともに歓迎の意を表するところです。
本日この式典に先立ちまして、 湊公園にて60
周年記念事業の一環として本間市長をはじめ台
湾基隆扶輪社の皆様をお招きしまして、ひたち

さて、 当クラブの誕生についてですが、 電気
洗濯機、 電気冷蔵庫、 テレビが「三種の神器」
と呼ばれていた1955年、 私共のクラブは水戸
ロータリークラブをスポンサークラブとして誕
生いたしました。誕生して60年、 人の人生で言
えば還暦を迎えたということになります。当ク
ラブにありましては、 歴代会長をはじめ先輩諸
氏のロータリーヘの熱い思いと友愛の精神によ
り、 また地区ロータリアン、 地域の皆様方に支
えられて60年の歴史を刻み、 今日を迎えること
ができました。
この間、 地球規模では環境・気候変動、 ポリ
オなどの感染症、食料不足、資源・エネルギー、
防災と災害援助、 国境を越える犯罪・テロなど
が問題となっています。一方わが国では、 少子
高齢化が急速に進み、情報が氾濫するなど社会
の変化の中で日本の精神文化、 よき伝統、 倫
理観が危うくなつてきた感があります。近年の
企業倫理の低下、 犯罪の増加等々、 目を覆う
ものがあります。近年は、このような時代の流
れとともにロータリーにも変化がみられるよう
になってまいりました。そこで、 私たちは今こ
そ初心にかえり、 ロータリーの原点を見つめ、
奉仕理念に学び、 親睦を深め、 活力あるクラブ
づくりに邁進していかなければと思っています。
そのためにも本日ご臨席いただきました皆様に
は、 今後ともご指導ご鞭捷を賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。
結びになりますが、 皆様のご健勝、ご繁栄と
ロータリーの更なる前進を祈念いたしましてご
挨拶とさせていただきます。本日はどうもありが
とうございました。

★記念祝賀会
卯野福弥会長

皆さん今晩は。本日は皆様ご多忙中にもかか
わらず、 創立60周年記念式典後の記念祝賀会に
かくも大勢の方々にお集まりいただきまして誠
に有り難うございます。祝いのひと時を皆様と
共有できますことに改めて感謝申し上げます。
今宵は、 台湾のおいしい紹興酒も用意してご
ざいます。お時間の許す限り楽しいひとときを
過ごしていただきたいと思います。当クラブと
しては精一杯の準備をしたつもりでございます
ので、どうぞごゆっくり懇談していただければ
と思っております。そして、 新しいお付き合い
の輪を広げていただければと思っています。
ありがとうございました。

「出席はロータリアンの３大義務の 1 つです」

