
10月生まれを代表して、斎藤孝夫会員から御
礼挨拶です。

地区親善野球大会で準優勝の報告です。 懇談会の一コマ（その２）

懇談会の一コマ（その１）

ロータリーの時間は、松本隆史会員による「ロータリー
と職業奉仕」でした。

親睦の時間は「10月誕生祝」です。おめでとうございます。
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地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

10月第４例会 10月28日（金）

焼八寸　蟹と菊菜柿白和え　茄子揚げ煮　白髪葱　菊花蕪
鰤味噌柚庵焼き　絹かつぎ　鶏八幡山椒焼き
烏賊銀杏焼き　鶉玉子西京漬柿見立て

揚　物　車海老玄米揚げ　大黒占地鱚巻き　菊花椎茸　菊葉
煮　物　子持ち鮎甘露煮　丸十蜜煮　牛蒡南瓜射込み
　　　　紅葉麩　隠元
食　事　きのこ御飯　　　香の物　まっこと漬
止　椀　赤出汁　豆腐　三つ葉　滑子

会食メニュー

米田英雄会員……
長谷川國雄会員…
鈴木憲一会員……

水越光男会員……
根本　次会員……

斎藤孝夫会員……
島根昌明会員……
赤岩賢二会員……

岡村太郎会員……

フラギス由美子会員…
小泉正史会員……

石井浩一会員……
大森三男会員……

■ニコニコBOX（10月28日（金）扱）

この計　　 13件　　 38,000円
月　計　　 51件　　 166,000円
累　計　　230件　 812,000円

10月誕生日の皆様、おめでとうございます。
今年もあと２ヶ月となりました。
30日の水戸漫遊マラソン参加の皆さん、頑張っ
て下さい。
特にありませんが、秋らしくなってまいりました。
誕生祝い有難うございます。地区親善野球大会、
お疲れ様でした。
誕生祝い有難うございます。
10月誕生日の皆さん、おめでとうございます。
斎藤孝夫さん、お誕生日おめでとうございます。
フェイスブック見ています。
地区親善野球大会、沢山の差し入れ有難うござい
ました。奈良さんのおにぎりパワーで準優勝出来
ました！
　　お久し振りです。
野球部の皆さん、先日はお疲れ様でした。筋肉痛
で大変でした。大金さん、米田さん、島根さん、松
本さん、奈良さん差し入れ美味しく頂きました。
10月誕生日おめでとうございます。
しばらくご無沙汰でした。

■会員メークアップ
10/22　地区ローターアクト会長・幹事会　　長谷川國雄
10/25　REC Sunrise of Japan　　 　野口英壽
10/25（23:04）　日本REC2650　　髙野　賢
10/25（23:08）　日本REC2650　　髙野　賢
10/27　北海道2500REC　　工藤貴正
10/27　ワールド大阪REC　　工藤貴正

■財団BOX（10月28日（金）扱）
髙橋伸之会員……財団の友献金　ポリオプラス（第４回）

$100　10,200円（累計$2,400）

この計　　　１件　　　$100　　　10,200円

■米山BOX（10月28日（金）扱）
佐藤　衛会員……米山功労者献金（第２～９回・第１回）

100,000円（累計1,210,000円）
大原康宏会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 470,000円）
宇留野秀一会員…準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）
フラギス由美子会員…準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）
鈴木由紀子会員…準米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計 10,000円）

この計　　５件　　140,000円

１. 11月のロータリーレート
１ドル＝102円

２. 本日、次年度理事役員（案）を公表致しました。
12月第１例会の年次総会にて決定致します。

３. 会員動静について。
本日１名入会により、現在の会員数は99名となり
ました。

４. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：11月９日㈬　18:30～
場　所：でん助　TEL.029-221-8987　
会　費：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

５. 次回例会日程
日　時：11月11日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：「水戸南RC杯ミニバス大会との取り組みについて」

　　株式会社茨城ロボッツ
代表取締役社長 山谷拓志 氏

卓話「ロータリー財団月間に因んで」
佐藤　衛パストガバナー

Vol.44  No16（第2085）－１ 2016年（平成28年）11月４日（金）
ロータリー財団月間

11月第１例会プログラム
2016年11月４日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. 新会員入会式 野澤桜子さん
 5. ロータリーの時間 市毛純一会員
 6. 次年度理事・役員指名 根本　次直前会長
 7. 雑誌の時間 雑誌委員会
 8. 会　食
 9. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
10. 幹事報告
11. 卓話 ｢イニシエーションスピーチ｣

 高梨博行会員
12. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率68.82％
前々週訂正出席率72.04％98名 50名 48名 57.47％10月第４例会（10月28日）

出席状況

の　ざわさくら こ



日　時　平成28年10月31日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　河野正政　　奈良早苗　　兼子充裕　　橋本　哲　　深谷　智　　米森　厚　　宇留野秀一
オブザーバー　岡村太郎　　小川啓子　　菊池秀機
メークアップ出席者　　亀山義孝　　石川啓司　　松本隆史　　及川　譲　　石井浩一

議　題 
①　11月プログラムについて 《承認》
②　入会予定者について 《承認》
③　次年度理事・役員指名（案）について 《承認》
④　韓国清州西原RC創立30周年訪問について 《確認》
⑤　12月16日水戸南RC忘年会について 《確認》
⑥　グローバル補助金申請認可について 《確認》

保留事項
2017-2018年度にタイ・バンコクへ寄贈する為に、水戸消防署より譲り受けする中古消防車が今回は給水車で
ある事から、タイの希望を確認の上、消防署より譲り受けを決める事としました。

次回定例理事会
１．日時　平成 28年11月28日㈪　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉

2016-2017年度　第５回定例理事会　議事録

合わせた店舗も始めました。中学生になった頃、水戸市
南町にもビデオレンタル店を出しましたが、売上があま
り良く無く、良く両親が渋い顔をしていたのを記憶して
います。中学３年の時、昭和の終わり頃ですね、南町の
店舗を山一証券が来るので立ち退いでくれみたいな話が
あり、受験勉強もせずに夜中まで両親と店舗を閉める手
伝いをしていました。夜中父親と軽トラックで帰宅する
とき、これが退き料だ！と数千万円見せられた時は、こ
れで家も貧乏じゃなくなるのかな？父親と母親の毎日休
み無く働く姿を見ながら、これで少しは楽になるのか
な？と思いました。
　平成に入り、立ち退き料をもとに、カラオケBOXの
店舗を出店し、高校生だった私は学校が終わると毎日お
店に行きアルバイトしていました。学校休んでもアルバ
イトは休まず、とにかくお金貯めてバイクの免許教習
代、バイク代を稼ぐのに良く働いていました。
　バイクで事故したり、警察にバイク没収されたり、両
親には良く心配かけたなと。
　高校を卒業する時、クルマを買うお金貸すから家で働
けと親に言われ、その言葉に乗って現在に至ります。
　若い時はカラオケ店の仕事を中心に夜中働き、店舗責
任者として、酔っ払いを相手し、若者の喧嘩の仲裁に
入ったり、競合店にいじめられたり、アルバイトを中心
に、複数店舗を管理する難しさに苦労したり、自分の休
みは自分で作る、だったり、苦労した分余裕が出来ると
パチンコ、キャバクラ通いでろくに仕事もせず、その付
けが回ってきて、さらに恐ろしい苦労があったり、反省

だらけの20代でした。
　30歳を過ぎ、経営者として平成18年、33歳の時、
代表取締役として、その時はじめて父親と母親の大変さ
を知りました。経営者になって、まず自分がすべて判断
する、やるのかやらないのか、この金利でお金を借りる
のか借りないのか、この物件で商売やるのかやらないの
か、この家賃は妥当なのか、この人の言っていること
は正しいのか、経験の浅い度胸の無い自分には非常に
大変でした。
　経営者になって10年が過ぎましたが、まだまだ自分
の力不足、経験不足、なかなか自分に自信もてずにいま
す。
　趣味は車で、Ｄ１グランプリという下のカテゴリー、
セントラルデビジョナルシリーズ、東日本シリーズとい
うドリフトの競技に参戦しています。クルマのフィギュ
アスケートみたいなものです。若者からおっさんまで幅
広い年齢層の車好きの負けず嫌いの集まりで、勝つ為
に本気で取り組む姿勢が好きで、まだ現役で走ってい
ます。車を通じて大学生や色々な業種のかた、経営者
のかた、たくさんの人との出会いがあり、家族の理解
があるうちは続けていきたいなと思っています。
　家庭、仕事、趣味と毎日忙しく生きています。
　今回水戸南ＲＣに入会させていただき、たくさんの出
会いを大切にしていきたいです。今後ともよろしくお願
いします。

以上

10月の卓話【２-２】10月の卓話【２-２】
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イニシエーションスピーチ

　皆さんこんにちは！
　９月に入会してお仲間に加えていただきました石井邦
明と申します。
　職業は建築士です。入会して早々事務所を移転いたし
ました。現在は見川町の市民球場の近くでお仕事をさせ
ていただいています。1969年生まれで今年47歳にな
ります。家族構成は５つ年上の妻とこの春大学に入学し
て家を出た娘と高校１年生の息子の４人家族です。
　このスピーチは、正式には昨日オファーされまして、
10分間とは言え前日?!とは思ったのですが、ありがた
いことなのでやらせていただくことにしました。
　仕事のことを話ししても面白くないので、今日は最近
ハマっている趣味のことをお話したいと思います。
　水戸市でも来週末にマラソン大会が開催されます。わ
たしが初めてフルマラソンを完走したのは2012年の勝
田マラソンでした。40過ぎるまで走ったことなかった
のですが、男の人は皆さんそうだと思うのですが、厄年
近辺で体調がとても悪くなりました。腕が上がらない、
肩がバッキバキにこる、常に頭痛で薬持ち歩く、いっつ
も疲れた、寒い、だるい…とにかく口を開けば文句のカ
タマリでした。これではいけない！と思い、５年ほど前
から少しずつジョギングをするようになりました。最初
は千波湖１週３㎞を週に１、２回程度、少しずつ距離が
伸び始めて、４年前に先ほどの初マラソンを完走しまし
た。５時間ピッタリで完走したのですが、それはほんと
～に辛くて、もう二度とやるか！と思いました。
　そんなときに同級生の友人から、「山を走るマラソン
があるらしいぞ、トレイルランニングって言うらしいん
だ、やってみないか？」と誘われました。山を走る？何
だそれは？とは思ったのですが、フルマラソンを完走し
たことで、何か調子に乗っていたんでしょうね、面白
い、やってみようじゃないか！と思い、初めては加波山

に行きました。当然ですが、初めてのトレランは本当
にキツくて、登っている間はなんでこんなとこ来たん
だろう、この登りいつまで続くんだよ…とずっと文句
ばかり言いながら進んでいったのですが、登りきって
山頂から見る景色を見た時、完全にココロを奪われて
しまいました。
　それからは週末毎に奥久慈や岩間の愛宕山あたりを走
り、年に数回大会にも出場するようになりました。トレ
ランの大会と言うのは、マラソンの大会のように決まっ
た距離ではありません。コースによって長さが違いま
す。
　最近では長い距離の大会にハマっていまして、今まで
出た最長の大会は120kmを33時間の制限時間で走る、
上州武尊ウルトラという大会で、去年30時間で完走し
ました。
　わたしが感じているトレランの魅力、いくつかありま
す。
　一つは解放感です。だれも見ていない自然の中に身を
委ねて走ることで、素の自分を開放することが出来るよ
うな気がします。
　もう一つは達成感です。トレランはだれからも強制さ
れているわけでも無いのでいつ走るのを止めて歩いても
いいし、大会だったらリタイヤしてもいいのですが、そ
の止めちゃえよ～と言っているもう一人の自分に打ち
勝った先にある達成感は、本当に気持ちいいです。これ
は日常生活や仕事の面でもとても参考になります。
　このスピーチでトレイルランニングに興味を持って
もっと知りたい！という方がいらっしゃいましたら、週
末山にご案内しますので、声をかけていただければ、と
思っております。
　以上です。ありがとうございました！

石井　邦明 会員

イニシエーションスピーチ

　二川　隆司です。
　1973.11.27に茨城県ひたちなか市平磯町で生まれ育
ち、兄、妹、私の三人兄弟です。スポーツ選手のイチ
ローと同い年です。兄と妹は千葉県市川市で社交ダンス
の先生をしています。私は現在水戸市千波町で妻、３歳
の息子三人で暮らしています。

　幼い時、両親はひたちなか市平磯町で町の電気屋をし
ていました。商売の家で育ちました。電気屋の店舗にレ
コード販売、オーディオ販売などもしていました。大型
家電販売店の進出などで電気屋を縮小し、昭和59年頃
に水戸市赤塚にレコード販売店を出しました。数年後
水戸駅南にも、レコード販売とビデオレンタルを組み

二川　隆司 会員

日　時　平成28年10月31日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　河野正政　　奈良早苗　　兼子充裕　　橋本　哲　　深谷　智　　米森　厚　　宇留野秀一
オブザーバー　岡村太郎　　小川啓子　　菊池秀機
メークアップ出席者　　亀山義孝　　石川啓司　　松本隆史　　及川　譲　　石井浩一

議　題 
①　11月プログラムについて 《承認》
②　入会予定者について 《承認》
③　次年度理事・役員指名（案）について 《承認》
④　韓国清州西原RC創立30周年訪問について 《確認》
⑤　12月16日水戸南RC忘年会について 《確認》
⑥　グローバル補助金申請認可について 《確認》

保留事項
2017-2018年度にタイ・バンコクへ寄贈する為に、水戸消防署より譲り受けする中古消防車が今回は給水車で
ある事から、タイの希望を確認の上、消防署より譲り受けを決める事としました。

次回定例理事会
１．日時　平成 28年11月28日㈪　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉

2016-2017年度　第５回定例理事会　議事録

合わせた店舗も始めました。中学生になった頃、水戸市
南町にもビデオレンタル店を出しましたが、売上があま
り良く無く、良く両親が渋い顔をしていたのを記憶して
います。中学３年の時、昭和の終わり頃ですね、南町の
店舗を山一証券が来るので立ち退いでくれみたいな話が
あり、受験勉強もせずに夜中まで両親と店舗を閉める手
伝いをしていました。夜中父親と軽トラックで帰宅する
とき、これが退き料だ！と数千万円見せられた時は、こ
れで家も貧乏じゃなくなるのかな？父親と母親の毎日休
み無く働く姿を見ながら、これで少しは楽になるのか
な？と思いました。
　平成に入り、立ち退き料をもとに、カラオケBOXの
店舗を出店し、高校生だった私は学校が終わると毎日お
店に行きアルバイトしていました。学校休んでもアルバ
イトは休まず、とにかくお金貯めてバイクの免許教習
代、バイク代を稼ぐのに良く働いていました。
　バイクで事故したり、警察にバイク没収されたり、両
親には良く心配かけたなと。
　高校を卒業する時、クルマを買うお金貸すから家で働
けと親に言われ、その言葉に乗って現在に至ります。
　若い時はカラオケ店の仕事を中心に夜中働き、店舗責
任者として、酔っ払いを相手し、若者の喧嘩の仲裁に
入ったり、競合店にいじめられたり、アルバイトを中心
に、複数店舗を管理する難しさに苦労したり、自分の休
みは自分で作る、だったり、苦労した分余裕が出来ると
パチンコ、キャバクラ通いでろくに仕事もせず、その付
けが回ってきて、さらに恐ろしい苦労があったり、反省

だらけの20代でした。
　30歳を過ぎ、経営者として平成18年、33歳の時、
代表取締役として、その時はじめて父親と母親の大変さ
を知りました。経営者になって、まず自分がすべて判断
する、やるのかやらないのか、この金利でお金を借りる
のか借りないのか、この物件で商売やるのかやらないの
か、この家賃は妥当なのか、この人の言っていること
は正しいのか、経験の浅い度胸の無い自分には非常に
大変でした。
　経営者になって10年が過ぎましたが、まだまだ自分
の力不足、経験不足、なかなか自分に自信もてずにいま
す。
　趣味は車で、Ｄ１グランプリという下のカテゴリー、
セントラルデビジョナルシリーズ、東日本シリーズとい
うドリフトの競技に参戦しています。クルマのフィギュ
アスケートみたいなものです。若者からおっさんまで幅
広い年齢層の車好きの負けず嫌いの集まりで、勝つ為
に本気で取り組む姿勢が好きで、まだ現役で走ってい
ます。車を通じて大学生や色々な業種のかた、経営者
のかた、たくさんの人との出会いがあり、家族の理解
があるうちは続けていきたいなと思っています。
　家庭、仕事、趣味と毎日忙しく生きています。
　今回水戸南ＲＣに入会させていただき、たくさんの出
会いを大切にしていきたいです。今後ともよろしくお願
いします。

以上
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イニシエーションスピーチ

　皆さんこんにちは！
　９月に入会してお仲間に加えていただきました石井邦
明と申します。
　職業は建築士です。入会して早々事務所を移転いたし
ました。現在は見川町の市民球場の近くでお仕事をさせ
ていただいています。1969年生まれで今年47歳にな
ります。家族構成は５つ年上の妻とこの春大学に入学し
て家を出た娘と高校１年生の息子の４人家族です。
　このスピーチは、正式には昨日オファーされまして、
10分間とは言え前日?!とは思ったのですが、ありがた
いことなのでやらせていただくことにしました。
　仕事のことを話ししても面白くないので、今日は最近
ハマっている趣味のことをお話したいと思います。
　水戸市でも来週末にマラソン大会が開催されます。わ
たしが初めてフルマラソンを完走したのは2012年の勝
田マラソンでした。40過ぎるまで走ったことなかった
のですが、男の人は皆さんそうだと思うのですが、厄年
近辺で体調がとても悪くなりました。腕が上がらない、
肩がバッキバキにこる、常に頭痛で薬持ち歩く、いっつ
も疲れた、寒い、だるい…とにかく口を開けば文句のカ
タマリでした。これではいけない！と思い、５年ほど前
から少しずつジョギングをするようになりました。最初
は千波湖１週３㎞を週に１、２回程度、少しずつ距離が
伸び始めて、４年前に先ほどの初マラソンを完走しまし
た。５時間ピッタリで完走したのですが、それはほんと
～に辛くて、もう二度とやるか！と思いました。
　そんなときに同級生の友人から、「山を走るマラソン
があるらしいぞ、トレイルランニングって言うらしいん
だ、やってみないか？」と誘われました。山を走る？何
だそれは？とは思ったのですが、フルマラソンを完走し
たことで、何か調子に乗っていたんでしょうね、面白
い、やってみようじゃないか！と思い、初めては加波山

に行きました。当然ですが、初めてのトレランは本当
にキツくて、登っている間はなんでこんなとこ来たん
だろう、この登りいつまで続くんだよ…とずっと文句
ばかり言いながら進んでいったのですが、登りきって
山頂から見る景色を見た時、完全にココロを奪われて
しまいました。
　それからは週末毎に奥久慈や岩間の愛宕山あたりを走
り、年に数回大会にも出場するようになりました。トレ
ランの大会と言うのは、マラソンの大会のように決まっ
た距離ではありません。コースによって長さが違いま
す。
　最近では長い距離の大会にハマっていまして、今まで
出た最長の大会は120kmを33時間の制限時間で走る、
上州武尊ウルトラという大会で、去年30時間で完走し
ました。
　わたしが感じているトレランの魅力、いくつかありま
す。
　一つは解放感です。だれも見ていない自然の中に身を
委ねて走ることで、素の自分を開放することが出来るよ
うな気がします。
　もう一つは達成感です。トレランはだれからも強制さ
れているわけでも無いのでいつ走るのを止めて歩いても
いいし、大会だったらリタイヤしてもいいのですが、そ
の止めちゃえよ～と言っているもう一人の自分に打ち
勝った先にある達成感は、本当に気持ちいいです。これ
は日常生活や仕事の面でもとても参考になります。
　このスピーチでトレイルランニングに興味を持って
もっと知りたい！という方がいらっしゃいましたら、週
末山にご案内しますので、声をかけていただければ、と
思っております。
　以上です。ありがとうございました！

石井　邦明 会員

イニシエーションスピーチ

　二川　隆司です。
　1973.11.27に茨城県ひたちなか市平磯町で生まれ育
ち、兄、妹、私の三人兄弟です。スポーツ選手のイチ
ローと同い年です。兄と妹は千葉県市川市で社交ダンス
の先生をしています。私は現在水戸市千波町で妻、３歳
の息子三人で暮らしています。

　幼い時、両親はひたちなか市平磯町で町の電気屋をし
ていました。商売の家で育ちました。電気屋の店舗にレ
コード販売、オーディオ販売などもしていました。大型
家電販売店の進出などで電気屋を縮小し、昭和59年頃
に水戸市赤塚にレコード販売店を出しました。数年後
水戸駅南にも、レコード販売とビデオレンタルを組み

二川　隆司 会員



日　時　平成28年10月31日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　河野正政　　奈良早苗　　兼子充裕　　橋本　哲　　深谷　智　　米森　厚　　宇留野秀一
オブザーバー　岡村太郎　　小川啓子　　菊池秀機
メークアップ出席者　　亀山義孝　　石川啓司　　松本隆史　　及川　譲　　石井浩一

議　題 
①　11月プログラムについて 《承認》
②　入会予定者について 《承認》
③　次年度理事・役員指名（案）について 《承認》
④　韓国清州西原RC創立30周年訪問について 《確認》
⑤　12月16日水戸南RC忘年会について 《確認》
⑥　グローバル補助金申請認可について 《確認》

保留事項
2017-2018年度にタイ・バンコクへ寄贈する為に、水戸消防署より譲り受けする中古消防車が今回は給水車で
ある事から、タイの希望を確認の上、消防署より譲り受けを決める事としました。

次回定例理事会
１．日時　平成 28年11月28日㈪　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉
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合わせた店舗も始めました。中学生になった頃、水戸市
南町にもビデオレンタル店を出しましたが、売上があま
り良く無く、良く両親が渋い顔をしていたのを記憶して
います。中学３年の時、昭和の終わり頃ですね、南町の
店舗を山一証券が来るので立ち退いでくれみたいな話が
あり、受験勉強もせずに夜中まで両親と店舗を閉める手
伝いをしていました。夜中父親と軽トラックで帰宅する
とき、これが退き料だ！と数千万円見せられた時は、こ
れで家も貧乏じゃなくなるのかな？父親と母親の毎日休
み無く働く姿を見ながら、これで少しは楽になるのか
な？と思いました。
　平成に入り、立ち退き料をもとに、カラオケBOXの
店舗を出店し、高校生だった私は学校が終わると毎日お
店に行きアルバイトしていました。学校休んでもアルバ
イトは休まず、とにかくお金貯めてバイクの免許教習
代、バイク代を稼ぐのに良く働いていました。
　バイクで事故したり、警察にバイク没収されたり、両
親には良く心配かけたなと。
　高校を卒業する時、クルマを買うお金貸すから家で働
けと親に言われ、その言葉に乗って現在に至ります。
　若い時はカラオケ店の仕事を中心に夜中働き、店舗責
任者として、酔っ払いを相手し、若者の喧嘩の仲裁に
入ったり、競合店にいじめられたり、アルバイトを中心
に、複数店舗を管理する難しさに苦労したり、自分の休
みは自分で作る、だったり、苦労した分余裕が出来ると
パチンコ、キャバクラ通いでろくに仕事もせず、その付
けが回ってきて、さらに恐ろしい苦労があったり、反省
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する、やるのかやらないのか、この金利でお金を借りる
のか借りないのか、この物件で商売やるのかやらないの
か、この家賃は妥当なのか、この人の言っていること
は正しいのか、経験の浅い度胸の無い自分には非常に
大変でした。
　経営者になって10年が過ぎましたが、まだまだ自分
の力不足、経験不足、なかなか自分に自信もてずにいま
す。
　趣味は車で、Ｄ１グランプリという下のカテゴリー、
セントラルデビジョナルシリーズ、東日本シリーズとい
うドリフトの競技に参戦しています。クルマのフィギュ
アスケートみたいなものです。若者からおっさんまで幅
広い年齢層の車好きの負けず嫌いの集まりで、勝つ為
に本気で取り組む姿勢が好きで、まだ現役で走ってい
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があるうちは続けていきたいなと思っています。
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代、バイク代を稼ぐのに良く働いていました。
　バイクで事故したり、警察にバイク没収されたり、両
親には良く心配かけたなと。
　高校を卒業する時、クルマを買うお金貸すから家で働
けと親に言われ、その言葉に乗って現在に至ります。
　若い時はカラオケ店の仕事を中心に夜中働き、店舗責
任者として、酔っ払いを相手し、若者の喧嘩の仲裁に
入ったり、競合店にいじめられたり、アルバイトを中心
に、複数店舗を管理する難しさに苦労したり、自分の休
みは自分で作る、だったり、苦労した分余裕が出来ると
パチンコ、キャバクラ通いでろくに仕事もせず、その付
けが回ってきて、さらに恐ろしい苦労があったり、反省

だらけの20代でした。
　30歳を過ぎ、経営者として平成18年、33歳の時、
代表取締役として、その時はじめて父親と母親の大変さ
を知りました。経営者になって、まず自分がすべて判断
する、やるのかやらないのか、この金利でお金を借りる
のか借りないのか、この物件で商売やるのかやらないの
か、この家賃は妥当なのか、この人の言っていること
は正しいのか、経験の浅い度胸の無い自分には非常に
大変でした。
　経営者になって10年が過ぎましたが、まだまだ自分
の力不足、経験不足、なかなか自分に自信もてずにいま
す。
　趣味は車で、Ｄ１グランプリという下のカテゴリー、
セントラルデビジョナルシリーズ、東日本シリーズとい
うドリフトの競技に参戦しています。クルマのフィギュ
アスケートみたいなものです。若者からおっさんまで幅
広い年齢層の車好きの負けず嫌いの集まりで、勝つ為
に本気で取り組む姿勢が好きで、まだ現役で走ってい
ます。車を通じて大学生や色々な業種のかた、経営者
のかた、たくさんの人との出会いがあり、家族の理解
があるうちは続けていきたいなと思っています。
　家庭、仕事、趣味と毎日忙しく生きています。
　今回水戸南ＲＣに入会させていただき、たくさんの出
会いを大切にしていきたいです。今後ともよろしくお願
いします。

以上

10月の卓話【２-２】10月の卓話【２-２】
2－Vol.44  No16（第2085） Vol.44  No16（第2085）－3

イニシエーションスピーチ

　皆さんこんにちは！
　９月に入会してお仲間に加えていただきました石井邦
明と申します。
　職業は建築士です。入会して早々事務所を移転いたし
ました。現在は見川町の市民球場の近くでお仕事をさせ
ていただいています。1969年生まれで今年47歳にな
ります。家族構成は５つ年上の妻とこの春大学に入学し
て家を出た娘と高校１年生の息子の４人家族です。
　このスピーチは、正式には昨日オファーされまして、
10分間とは言え前日?!とは思ったのですが、ありがた
いことなのでやらせていただくことにしました。
　仕事のことを話ししても面白くないので、今日は最近
ハマっている趣味のことをお話したいと思います。
　水戸市でも来週末にマラソン大会が開催されます。わ
たしが初めてフルマラソンを完走したのは2012年の勝
田マラソンでした。40過ぎるまで走ったことなかった
のですが、男の人は皆さんそうだと思うのですが、厄年
近辺で体調がとても悪くなりました。腕が上がらない、
肩がバッキバキにこる、常に頭痛で薬持ち歩く、いっつ
も疲れた、寒い、だるい…とにかく口を開けば文句のカ
タマリでした。これではいけない！と思い、５年ほど前
から少しずつジョギングをするようになりました。最初
は千波湖１週３㎞を週に１、２回程度、少しずつ距離が
伸び始めて、４年前に先ほどの初マラソンを完走しまし
た。５時間ピッタリで完走したのですが、それはほんと
～に辛くて、もう二度とやるか！と思いました。
　そんなときに同級生の友人から、「山を走るマラソン
があるらしいぞ、トレイルランニングって言うらしいん
だ、やってみないか？」と誘われました。山を走る？何
だそれは？とは思ったのですが、フルマラソンを完走し
たことで、何か調子に乗っていたんでしょうね、面白
い、やってみようじゃないか！と思い、初めては加波山

に行きました。当然ですが、初めてのトレランは本当
にキツくて、登っている間はなんでこんなとこ来たん
だろう、この登りいつまで続くんだよ…とずっと文句
ばかり言いながら進んでいったのですが、登りきって
山頂から見る景色を見た時、完全にココロを奪われて
しまいました。
　それからは週末毎に奥久慈や岩間の愛宕山あたりを走
り、年に数回大会にも出場するようになりました。トレ
ランの大会と言うのは、マラソンの大会のように決まっ
た距離ではありません。コースによって長さが違いま
す。
　最近では長い距離の大会にハマっていまして、今まで
出た最長の大会は120kmを33時間の制限時間で走る、
上州武尊ウルトラという大会で、去年30時間で完走し
ました。
　わたしが感じているトレランの魅力、いくつかありま
す。
　一つは解放感です。だれも見ていない自然の中に身を
委ねて走ることで、素の自分を開放することが出来るよ
うな気がします。
　もう一つは達成感です。トレランはだれからも強制さ
れているわけでも無いのでいつ走るのを止めて歩いても
いいし、大会だったらリタイヤしてもいいのですが、そ
の止めちゃえよ～と言っているもう一人の自分に打ち
勝った先にある達成感は、本当に気持ちいいです。これ
は日常生活や仕事の面でもとても参考になります。
　このスピーチでトレイルランニングに興味を持って
もっと知りたい！という方がいらっしゃいましたら、週
末山にご案内しますので、声をかけていただければ、と
思っております。
　以上です。ありがとうございました！

石井　邦明 会員

イニシエーションスピーチ

　二川　隆司です。
　1973.11.27に茨城県ひたちなか市平磯町で生まれ育
ち、兄、妹、私の三人兄弟です。スポーツ選手のイチ
ローと同い年です。兄と妹は千葉県市川市で社交ダンス
の先生をしています。私は現在水戸市千波町で妻、３歳
の息子三人で暮らしています。

　幼い時、両親はひたちなか市平磯町で町の電気屋をし
ていました。商売の家で育ちました。電気屋の店舗にレ
コード販売、オーディオ販売などもしていました。大型
家電販売店の進出などで電気屋を縮小し、昭和59年頃
に水戸市赤塚にレコード販売店を出しました。数年後
水戸駅南にも、レコード販売とビデオレンタルを組み

二川　隆司 会員



10月生まれを代表して、斎藤孝夫会員から御
礼挨拶です。

地区親善野球大会で準優勝の報告です。 懇談会の一コマ（その２）

懇談会の一コマ（その１）

ロータリーの時間は、松本隆史会員による「ロータリー
と職業奉仕」でした。

親睦の時間は「10月誕生祝」です。おめでとうございます。

Weekly Report Rotary Club of
Mito-Minami水戸南

 ロータリークラブ
週　報

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆RI加盟承認　1973年（昭和48年）６月７日
◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）２月10日

■例会場　水戸プラザホテル  TEL.029-305-8111
■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
■ＵＲＬ　http://www.mito-m-rc.com

クラブ会報委員会／委員長：石井　浩一　副委員長：佐藤　昌樹　委員：村澤　義行、大金　誠

●会　長　綿引　甚介　会長エレクト　水越　光男
●幹　事　米田　英雄　副会長　　　　鈴木　憲一
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　兼子　充裕

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

10月第４例会 10月28日（金）

焼八寸　蟹と菊菜柿白和え　茄子揚げ煮　白髪葱　菊花蕪
鰤味噌柚庵焼き　絹かつぎ　鶏八幡山椒焼き
烏賊銀杏焼き　鶉玉子西京漬柿見立て

揚　物　車海老玄米揚げ　大黒占地鱚巻き　菊花椎茸　菊葉
煮　物　子持ち鮎甘露煮　丸十蜜煮　牛蒡南瓜射込み
　　　　紅葉麩　隠元
食　事　きのこ御飯　　　香の物　まっこと漬
止　椀　赤出汁　豆腐　三つ葉　滑子

会食メニュー

米田英雄会員……
長谷川國雄会員…
鈴木憲一会員……

水越光男会員……
根本　次会員……

斎藤孝夫会員……
島根昌明会員……
赤岩賢二会員……

岡村太郎会員……

フラギス由美子会員…
小泉正史会員……

石井浩一会員……
大森三男会員……

■ニコニコBOX（10月28日（金）扱）

この計　　 13件　　 38,000円
月　計　　 51件　　 166,000円
累　計　　230件　 812,000円

10月誕生日の皆様、おめでとうございます。
今年もあと２ヶ月となりました。
30日の水戸漫遊マラソン参加の皆さん、頑張っ
て下さい。
特にありませんが、秋らしくなってまいりました。
誕生祝い有難うございます。地区親善野球大会、
お疲れ様でした。
誕生祝い有難うございます。
10月誕生日の皆さん、おめでとうございます。
斎藤孝夫さん、お誕生日おめでとうございます。
フェイスブック見ています。
地区親善野球大会、沢山の差し入れ有難うござい
ました。奈良さんのおにぎりパワーで準優勝出来
ました！
　　お久し振りです。
野球部の皆さん、先日はお疲れ様でした。筋肉痛
で大変でした。大金さん、米田さん、島根さん、松
本さん、奈良さん差し入れ美味しく頂きました。
10月誕生日おめでとうございます。
しばらくご無沙汰でした。

■会員メークアップ
10/22　地区ローターアクト会長・幹事会　　長谷川國雄
10/25　REC Sunrise of Japan　　 　野口英壽
10/25（23:04）　日本REC2650　　髙野　賢
10/25（23:08）　日本REC2650　　髙野　賢
10/27　北海道2500REC　　工藤貴正
10/27　ワールド大阪REC　　工藤貴正

■財団BOX（10月28日（金）扱）
髙橋伸之会員……財団の友献金　ポリオプラス（第４回）

$100　10,200円（累計$2,400）

この計　　　１件　　　$100　　　10,200円

■米山BOX（10月28日（金）扱）
佐藤　衛会員……米山功労者献金（第２～９回・第１回）

100,000円（累計1,210,000円）
大原康宏会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 470,000円）
宇留野秀一会員…準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）
フラギス由美子会員…準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）
鈴木由紀子会員…準米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計 10,000円）

この計　　５件　　140,000円

１. 11月のロータリーレート
１ドル＝102円

２. 本日、次年度理事役員（案）を公表致しました。
12月第１例会の年次総会にて決定致します。

３. 会員動静について。
本日１名入会により、現在の会員数は99名となり
ました。

４. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：11月９日㈬　18:30～
場　所：でん助　TEL.029-221-8987　
会　費：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

５. 次回例会日程
日　時：11月11日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：「水戸南RC杯ミニバス大会との取り組みについて」

　　株式会社茨城ロボッツ
代表取締役社長 山谷拓志 氏

卓話「ロータリー財団月間に因んで」
佐藤　衛パストガバナー

Vol.44  No16（第2085）－１ 2016年（平成28年）11月４日（金）
ロータリー財団月間

11月第１例会プログラム
2016年11月４日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. 新会員入会式 野澤桜子さん
 5. ロータリーの時間 市毛純一会員
 6. 次年度理事・役員指名 根本　次直前会長
 7. 雑誌の時間 雑誌委員会
 8. 会　食
 9. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
10. 幹事報告
11. 卓話 ｢イニシエーションスピーチ｣

 高梨博行会員
12. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率68.82％
前々週訂正出席率72.04％98名 50名 48名 57.47％10月第４例会（10月28日）

出席状況

の　ざわさくら こ


