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磯崎久喜雄会長
ロータリーソング「奉仕の理想」
司会 安達良司社会奉仕委員長
★ビジター紹介
磯﨑久喜雄会長
大森眞一ガバナー補佐（常陸太田ＲＣ）
篠原啓一ガバナー補佐セクレタリー
（常陸太田ＲＣ）
★会長挨拶
磯崎久喜雄会長
本日は雨の中、 大森眞一ガバナー補佐と篠原
啓一ガバナー補佐セクレタリーにお越し頂き、
ありがとうございます。
少人数で申し訳なく思っ
ております。よろしくお願い申し上げます。
今日明日、 世界の歴史というとちょっとオー
バーかもしれませんが「Look global」ロータリ
アンとしても関心を持たざるを得ません。米朝
会談がシンガポールで開催されます。トランプ
米国大統領は政治の経験はなく、 いきなり大統
領になった人です。いい面とそうでない面が功
罪半ばするのかもしれません。元々「商売人」
というと俗っぽい言い方になりますが、ビジネ
スマンとして成功を遂げた人物であります。ア

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

メリカのビジネスマンで成功を遂げているビル・
ゲイツさんとかウォーレン・バフェットさんとか
の大物になると、 慈善の寄付をするんですが、
トランプさんは幾らもうけても寄付をしていな
いようで、 その辺がちょっと違う所があるよう
な感じがします。
新幹線でも大変な事故がありましたが、 兎に
角、 今は多様化していろんな生い立ちの人が、
色々な考えの人、色々な行動を取る人がいます。
それが極端に表れてきています。イタリアに行っ
た時、イタリアのガイドが言っておりました、
「日
本は上から物が落ちてきたりして危険だけれど
も、 イタリアは治安もいいし危険もないからイ
タリアの方が暮らしやすいですよ」と。
色々な多様性の中で、 奉仕の理想を掲げて
我々はこれからも突き進んでいくしかないと思
います。
★出席報告
栩木 直行委員長
会 員 数 ２８名
出 席 者 １１名
欠 席 者 １５名
出席免除者
２名
メークアップ
２名
出 席 率 50.0％

★委員会報告
ニコニコボックス委員会
栩木 直行委員長

大森眞一第２分区ガバナー補佐（常陸太田ＲＣ）
……一年間大変お世話になりありがとう
ございました。
本日までの合計

371,000円

★第2分区ガバナー補佐退任挨拶
第２分区ガバナー補佐
大森眞一（常陸太田ＲＣ）

2017－2018年度（保延年度）も１ヶ月となりま
した。第２分区ガバナー補佐の仕事も残り僅か
となりました。例会の席をお借りして退任のご
挨拶にあがりました。
国際ロータリー イワン Ｈ.Ｓ.ライズリー会
長は今年度のテーマを「ロータリー変化をもた
らす」とし、これを受けて第2820地区保延輝文
ガバナーは地区スローガンを「未来ヘチャレン
ジ」として、 特に次の３優先項目を提示されま
した。
① クラブのサポートと強化
② 人道的奉仕の重点化と増加
③ 公共イメージと認知度の向上
これにもとづきＲＣに那珂湊ＲＣおいては磯
崎会長中心に様々な奉仕活動が展開され、 過日
の第２分区ＩＭにおいて磯崎会長自らが発表さ
れました。その成果を見定める時期となりまし

たがいかがでしたでしょうか。
ガバナー補佐として，保延ガバナーの方針や
意向をどれだけ皆さんにお伝え出来ただろうか。
那珂湊ＲＣさんの活動にいかほどのお手伝いが
できただろうか。自身反省をしているところで
す。
各クラブにお訪ねして感じたことはクラブの
歴史と伝統です。特に那珂湊ＲＣさんは分区内
で最も古い歴史があり、 ベテラン会員の豊富な
経験に基づいた奉仕活動がなされているクラブ
と感じました。
あえてガバナー補佐としてお願いしたいこと
は「会員確保」についてです。いかがでしょう
目安を「40名」において長期計画のもと挑戦して
みてみませんか。過日のガバナー公式訪問のと
き保延ガバナーが提案した「那珂湊ＲＣ」の５
後を想像してみて対応してみてはいかがでしょ
うか。
ＲＩのグローバルな方針等々については地方
のクラブとしてはなかなか理解しに＜いものが
あります。例えば財団ポリオ寄付です。今若い
方にはポリオの意味は何だろうか。的確に理解
し周辺に伝達できる方はどのくらいいるでしょ
うか。ならば生活する地域の環境整備に協力
した方が地域の認知度が向上売するのではない
か？という意見も耳にします。
今月は新旧役員が顔を合わせるミーティング
が数多＜あります。６/16は第２分区の新旧会長
幹事か大子であります。また月末には地区の新
旧ガバナー補佐ミーティングがあります。６月
は新旧スタッフが交代し何かと気ぜわしい時期
ですのでくれぐれも連絡を密にしてローター」
－活動をお願いする次第です。
昨年は緊張してご挨拶に上がった記憶があり
ます。今年は笑顔で出席できます。恙なくガバ
ナー公式訪問を終え、 盛大に第２分区ＩＭを開
催できましたこと、 偏に皆様のご支援・ご協力
と感謝申し上げます。ありがとうございました。
次期の第２分区ガバナー補佐は大子ＲＣの
「櫻山実保子」様です。併せてご協力・ご支援を
お願いして退任のご挨拶といたします。ありが
とうございました。
★クラブ協議会
一年を振り返って
磯﨑久喜雄会長
振り返っての前に、地区大会で当クラブか

ら在籍40年以上ということで、金子会員と宮
崎会員が受賞されました。長寿会員というこ
とで同じように金子会員に記念品が届いてお
ります。
一年間を振り返ってということで、今、大
森ガバナー補佐よりお話がありましたよう
に、「未来へのチャレンジ」というのがテー
マとして、そして元々「Make A Difference」
という方針に沿ってどこまで当クラブが出来
たのか、ということをふりかえるのも一年間
を振り返ってということではないかと思いま
す。どれだけ革新的なことが進められたかと
いうことについてはいささか疑問の残ること
だと思います。
今年一年の特徴的
なこととしては外部
卓話を多用させて頂
いたということでは
なかったかと思いま
す。地元の海濱鉄道の吉田社長からお話を伺
うことが出来ました。単年度で黒字という、
ちょっと前までは私も「廃線阻止」で立ち上
がって存続を望んだのでありますが、海浜公
園までの延伸の話も全国では珍しい話として
話題になるようにまでなりました。
公共交通の存続というものが、ネモフィラ
とかコキアとか、常陸那珂港についてもいい
影響が出てくると思っております。特に最近
話題の「インバウンド（inbound）」ですね。遊
覧船、いわゆる大型客船が常陸那珂港に入っ
て参りますと大勢の人が大子方面・常陸太田
方面・水戸方面・大洗方面、そして地元那珂湊
にバスやタクシーで、特にタクシーの利用は
多いと聞いておりますが、夜の出港までの間
一日中動き回ります。たまたま私もその「ク
ルーズ」というのに乗りましてその状況が分
かったのですが、行く先々でその土地の観光・
名産を見て歩く、３千人級の船だったのでタ
クシーやバスなどが群がるように集まって市

街に出て行ったのではないかと思います。常
陸那珂港にもこのような船が来れば那珂湊に
も何らか以上の影響があるのではなかろうか
と思います。乗客の方にいかに周遊して頂く
か、
「車はここまで」と言ってあとは徒歩で周
遊して頂くのもいい方法なのではないかと思
います。「インバウンド」これは無視できない
今後の日本の一つの動きだと思います。
ひたちなかの港湾
そのものも順調に進
展しておる訳ですが、
県の土木部の港湾振
興課、愛媛県の港町
出身なので港湾について理解の深い中川健三
さんに卓話をして頂きました。
また統合一貫校に
ついては市の教育長
野沢恵子さんにお話
を 伺 い ま し た。 三 つ
の 小 学 校 を 一 つ に、
二つの中学校を一つにし磯崎と平磯の間に海
濱鉄道の新駅を作り統合校を建設するという
動きがあと２～３年以内に具体化、着工され
ると思っております。
そういった外部卓話を多用したといいます
か、那珂湊地区に関わりの深い事項、そして
影響の強い大きな問題について卓話をお願い
しました。頼みましたら、全員が快諾してく
れました。私はロータリーがそれだけ認知さ
れ理解されている証だと思います。ロータ
リーで講演するということに意義を感じてい
るからこそ卓話を引き受けて頂けたのではな
いかと思います。
そしてひたち海浜
公園の最近の動向に
つ い て も 黒 澤 所 長、
地元の出身の方でし
たので卓話をお願い
しました。海浜公園の中には今でも水が湧き
出ている沢田湧水というところがありまし
て、その周辺にはイノシシが３頭ぐらい出没
する。猟友会の方がパトロールしておりま
す。海浜公園地区には未利用地がまだ200ヘ
クタール近くあります。360ヘクタールのう
ちの160.7ヘクタールのみ利用しております。
まだ何をどうやってという計画も立っていな
い状態です。こういったものを今後どうする
のか、オオウメガサソウウという準絶滅危惧

種の生息地というこ
ともありなかなか難
しいところはあるの
で す が、 そ こ を い か
に乗り越えてどのよ
うに利用するか、そして地域の発展のために
役立たせるか。望むところは地域の活性化、
発展結びつけるのが第一であります。
ジョイフル本田が県に10万坪はじめに借り
に来ました。これがきっかけであの地区が商
業地区として発展してきました。湊出身の西
野さんという東宝の副社長までいった方が、
映画館を作りたいと、今の「ＴＯＨＯシネマ
ひたちなか」を作りました。茨城県には当時
「シネマ・コンプレックス」いわゆる「シネ・コ
ン」というものがなかったので、是非出身地
に作りたいということでありました。今、シ
ネ・コンは全国各地にありますが、あの地に
東宝が出てくることが出来ました。土地が

いうことでありますが、私としては十分な達
成は出来なかったと反省をしております。た
だ地域に根ざした活動といたしましては、と
りあえずは最低点は採れたかなと思っており
ます。何よりも皆さんには一年間お世話にな
りました。
ロータリーに命をかけてロータリーを究明
し究極のロータリアンをきちっと身体の中に
染みこませるそして最後まで生きていく、そ
ういう考え方に自然になっている方もおれ
ば、席だけ置いて時々出ればいいんだととい
うように考えておられる方も多いと思いま
す。そういう両極端の関係がありますけれど
も、色々とそれぞれの考えの中で、何度も申
し上げますが、今の「第四次産業革命」とい
われる大きな変革の中で、いかに身を処し考
えて仕事をしていくかということになろうと
思います。
個人的には楽隠居を目指していたのです

あった、そしてその土地は歴史的に地元阿
字ヶ浦の皆さんの犠牲のもとに成り立ってい
る、そのことを決して忘れてはならないと思
います。
射爆場関係で亡くなった方、公式には７人
とされていますが、実際は20人位いらっしゃ
います。その様な多大の犠牲を払ってあの地
区があって、それは全て、湊線に関係し、常
陸那珂港に関係し、コマツや日立建機にして
もその範疇であると、犠牲の上に立っている
と言っても過言ではないと思います。あの地
区は国に対する忠誠心が非常に強く、それが
辛酸を嘗める結果となってしまったわけです
が、それが今日に至ってきているというよう
なことでございます。
一年間の感想として「未来に向かって」と

が、残念なことにまだ刺激を求めつつ、ビジ
ネスと奉仕の区分けをきっちり出来るような
人間でなければならないと思います。以上で
一年間を振り返ってといういうことで終わり
たいと思います。ありがとうございました。

本年度のクラブ会報は本号をもって終了い
たしました。この一年間会員の皆様からい
ろいろご指導ご協力を賜り、遅延すること
なく発行出来ました。委員会一同厚く御礼
申し上げます。ありがとうございました。
雑誌・会報・広報委員会

「出席はロータリアンの３大義務の 1 つです」

