
新会員入会式　綿引会長と廣澤さんの記
念撮影。ご入会おめでとうございます。

新会員入会式　廣澤一浩さんの挨拶です。
紹介者の橋本会員と共に。

ロータリーの時間　綿引会長より高松西RCの
皆様をお迎えして歓迎スピーチがありました。

高松西RCの皆様と会食中です。

加藤高松西RC50周年
委員長よりご挨拶

鏡原高松西RC会長より高松
西RCの紹介がありました。

佐藤衛パストガバナー
より高松西RC歓迎挨拶

卓話「高松西ロータリークラブの皆様を迎えて」

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

３月第２例会 ３月10日（金）

１. 新会員所属委員会について
廣澤一浩会員は、職業奉仕委員会となります。

２. ３月23日㈭ 第４回SRGコンペ参加者
参加会員（敬称略）
一毛裕之　　市毛純一　　小路　實　　久保田啓藏
皆川雄作　　松本隆史　　中本邦彦　　塩沢富夫
鈴木憲一　　綿引甚介　　谷島孝明　　米川幸喜

　　12名

３. 第４回「おひさま食堂」が開催されます。
日　時：３月25日㈯　11:30～14:00
場　所：赤塚市民センター　水戸市河和田3-2329-3
集合時間：調理担当者　8:30 までに集合
　　　　作業担当者　9:30 までに集合

４. 水戸市内RC例会変更
水戸東RC：３月30日㈭　定款第８条第１節により休会

５. 次回例会日程
日　時：３月31日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：３月誕生祝い　
　　　　クラブ懇談会
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水と衛生月間

３月第３例会プログラム
2017年３月24日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 川﨑英輝会員
 5. 水戸市立笠原小学校への緞帳寄贈・感謝状の贈呈

 高橋靖水戸市長
 6. 米山功労者感謝状伝達

小路　實会員（第２回）　綿引甚介会員（第１回）
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 卓話「障碍者差別解消法について」

 茨城大学非常勤講師　有賀絵里 氏
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

4－Vol.44  No33（第2102）

前　週訂正出席率68.48％
前々週訂正出席率62.64％98名 60名 38名 65.22％３月第２例会（３月10日）

出席状況

豚肉のコンフィとカレー・ライス
春野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー

高松西RC………
池田勇夫会員（水戸さくらRC）
　　　　　　……

廣澤一浩会員……
長谷川國雄会員…
綿引甚介会員……
米田英雄会員……

久保田規子会員…
水口二良会員……
笹館康男会員……
及川　譲会員……

久保田啓藏会員…
大金　誠会員……
市毛純一会員……
松本隆史会員……
井澤卓司会員……
鈴木憲一会員……
根本　次会員……
兼子充裕会員……
川﨑紀子会員……

赤岩賢二会員……
岡村太郎会員……

宇留野秀一会員…

川﨑英輝会員……

鈴木由紀子会員…
小路　實会員……
粂田信行会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（３月10日（金）扱）

■ゲスト

この計　　 27件　　 147,000円

水戸南RCの皆様、２日間大変お世話になりました。

大変お世話になっております。水戸さくらRCの創立
25周年記念式典のご案内に伺いました。多くの
方々の参加をお待ちしております。
本日入会します。宜しくお願いします。
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
高松西RCの皆様、ようこそおいで頂きました。
高松西RCの皆様ようこそ。廣澤さん、入会おめでと
うございます。
霜焼けが痒いです！！
高松西RCの皆様を歓迎して。
高松西RCの皆様、ようこそ！
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。２
日間有難うございました。
高松西RCの皆さんの来訪を記念して。
高松西RCの皆様、ようこそ水戸へ。
高松西RCの皆様、ようこそ！
高松西RCの皆様、歓迎いたします。
高松西RCの皆様、ようこそ！！
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
高松西RCの皆様、本日はようこそおいで下さいました。
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
高松西RCの皆様、昨夜の水戸は如何でしたか？今
日の一日も素敵な一日になりますように。
高松西RCの皆様、ようこそ。
高松西RCの皆様、ようこそ！明日３月11日は震災
から６年。次男が１歳の誕生日を迎えます。感謝。
高松西RCの皆様、ようこそ！昨年お伺いした際には
お世話になりました。
高松西RCの皆様、水戸南RCへようこそ！水戸南RC
の時間をお楽しみください。
本日、中学校の卒業式ですね！おめでとうございます。
廣澤さんの入会を記念して。宜しくお願いします。
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
日曜日にホテルマロウド筑波で行われた保延年度
地区チーム研修セミナーの国際奉仕部会で水戸南
RCの国際奉仕部門地区表彰が決まりました。

■会員メークアップ
3/ 5 　地区チーム研修セミナー
　　　　　長谷川國雄　井澤卓司　　石川啓司
　　　　　篠原　勉　　米川幸喜　　宇留野秀一
3/ 6 　北海道2500REC　　　人見光一
3/ 7 　ワールド大阪REC　　　水口二良
3/ 8 　水戸西RC　　大金　誠
3/10　REC Sunrise of Japan　　野口英壽
3/12　地区補助金管理セミナー　　兼子充裕
3/13　北海道2500REC　　　　　工藤貴正
3/13　東京ピースウィングREC　　武田　誠

■財団BOX（３月10日（金）扱）
久保田啓藏会員…財団の友献金ポリオプラス（第１回）

　$100　11,600円（累計$9,100）
小路　實会員……財団の友献金ポリオプラス（第７回）

　$100　11,600円（累計$2,700）

高松西ＲＣ
　会　長　鏡原良則 氏 ・ 幹　事　村上義憲 氏
　50周年委員長（兼 友好縁組担当）　　加藤和理 氏
　ＩＴ・広報副委員長　　池上晴英 氏・みどり 夫人
　親睦活動委員長　　　　松木裕之 氏

■ビジター
水戸さくらRC　池田勇夫会員

この計　　　２件　　　$200　　　23,200円

■米山BOX（３月10日（金）扱）
水口二良会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計650,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計370,000円）
中川勝義会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計280,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計170,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）
国本美加会員……準米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 20,000円）

この計　　　７件　　　70,000円
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イニシエーションスピーチ

　こんにちは。昨年の11月に会員になりました平山桜
子です。
　長い時間、お話をする事がないので、お聞き苦しい点
があるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いいたしま
す。
　私は、平山ピアノ社の長女として生まれました。
　今年で当社は創業81年になります。
　平山家は代々商売人の家系、ピアノ店を始める前は現
在あります、中央ビルの場所に『伊勢彦』という旅館を
営んでおりました。
　その前は造り酒屋を営んでいたときいています。
　創業者の祖父は、音楽好きが高じ、平山ピアノ社を昭
和11年に設立。
　現在の場所へ移転し、ピアノ店を始めました。
　祖父は、茨城交響楽団設立時に参加し、副団長と、水
戸ジュニアオーケストラを編成、団長でもありました。
　クラッシック音楽をこよなく愛し音楽一筋の祖父でし
た。
　祖父は、緑内障で失明するまで50年間、チェロを弾
いていました。
　祖父とはあまり話をした記憶はないのですが、覚えて
いることは人使いがとても上手いことです。
　祖父母の宅へ行くと、おばあちゃんが静かに居なくな
り、祖父と二人になる…今誰がいるのかい？と聞かれ、
桜子です。と伝えると、そこから丁寧な言葉遣いでずっ
と小間使いを…休む間もなく１時間近く祖父のお手伝い
をすることに。
　今となってはとても懐かしい思い出です。
　私の父は８人兄弟の二男。
　父の兄弟は個性的な人がとても多く、８人のうち４人
は外国人と結婚。うち３人はアメリカに現在も住み続け
ています。
　私の父は、高校卒業後、宇都宮にありました、手造り
ピアノメーカーへ数年修行し、約60年間、現役でコン
サートチューナーをしておりました。
　職人の父は職場で、とても頑固で厳しく、怒られるこ
とも多く、よく親子喧嘩をしておりました。
　さすがにここ数年は父も80歳近くなり、喧嘩をする
ことはなくなりました。
　生まれた時からピアノがあり、ピアノを修理する職人
たちが居る中で育ってきたので、誰が調律をしているの
か？誰がピアノを弾いているのか？
　音色、タッチ、弾き方など、姿が見えなくてもわかり
ます。
　私は幼少期、ピアノレッスンを従妹たちと習っており
ましたが、親族にクラッシックの音楽家がとても多かっ
たせいなのか、小学校低学年よりクラッシックピアノか

らハモンドオルガンへ転向。
　結婚するまで趣味として習っていました。
　結婚後、出産、子育て、仕事も重なり、ハモンドオル
ガンを弾く事、音楽を聴きに行く余裕が全くありません
でした。
　今は、子供も高校生になり、音楽を聴きに行く機会が
グッと増えたおかげで、知人に会う事も増え、忙しいで
すが充実した日々を送っております。
　普段、平山ピアノ社での私の仕事は音楽教室の受付、
演奏会、レクチャーの企画、販売、経理などの業務を
行っております。
　私の仕事は、拘束時間がとても長く、自宅へ戻るのは
早くて毎日９時過ぎです。
　一見、音楽業界は華やかにみえ、おしとやかな女性た
ちが多いと思われてる方が多いと思いますが、実は相当
男前の性格でなければ演奏者含め、私もとても勤まらな
い仕事と思っております。
　ここからは私の子供時代の話をします。
　私は子供時代とても反抗期が強く、とても両親を困ら
せた子供です。
　小学校低学年の時は汲み取り式のトイレにとても興味
があり、トイレの中をずっと覗いていたり、教室の椅子
に座らず、校庭に出てしまったりとても変な子供のよう
でした。
　母はそんな私を見て、とても心配し、教育相談所へ相
談に行っていたようです。
　中学時代は学校へ行くのが嫌で、自宅で本を読んだ
り、友人宅へ遊びに行ったりしていたのを見て、母が当
時、飲食店を営んでいたので、強制的にバイトを強いら
れていました。
　今、考えてみると　悪い事をさせないよう手元に置き
たくてバイトをさせていたのかと思います。
　現在、接客するのが全く苦に成らないのはそのお蔭か
と思います。
　それでも、高校進学する意味が解らず、中学３年生の
時の担任に中学までの勉強はしたから高校へ行かず、就
職します。と伝え高校受験を拒んでいたのですが、平
山、高校だけは何処でもいいからいっとけと言われ、
そーかな？と思い、高校へ進学。
　高校へ行ったらとても３年間楽しく、充実した学校生
活を送る事が出来ました。
　その後、都内の専門学校へ進学。
　あの時、中学の担任に高校進学をすすめられたことと
ても感謝しています。
　こんな、私ですが今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。
　ご清聴ありがとうございました。

平山　桜子 会員

水と衛生月間に因んで ～友好地区ＲＩ3350との浄水器設置プロジェクト～

　ロータリーの奉仕活動には大きなニーズのある６つの
分野に重点を置き、国際関係を培いながら、人々の暮らし
を支援しています。より平和な世界を築くために。地元地
域や世界のために、持ちうるリソースを最大限に生かした
い。そう願うロータリーは、これまでの長年の経験から、
もっとも大きく、持続可能な成果をあげられる以下の６つ
の分野に重点を絞って活動しています。
　①平和の推進、②疾病との闘い、③水と衛生（きれいな
水の提供）、④母子の健康、⑤教育の支援、⑥地元経済の
成長、となっていますが、３月は「水と衛生月間」となって
おります。具体的にはきれいな水と衛生設備の利用は、す
べての人がもつべき権利。なのに、汚染水で病気になる人
や命を落とす人が後を絶ちません。未来を担うはずの子
どもたちは、水汲みなどの労働によって学校に通えず、つ
らい境遇を強いられています。
　当水戸南ロータリークラブでは佐藤衛ガバナーを輩出
した後、友好地区タイRI3350地区同期ガバナーのカセム
チャイさんと連携し、シーロムロータリークラブとマッチ
ンググラントとして財団補助金を使った浄水器設置プロ
ジェクトに協賛することとなりました。このプロジェクト
は毎年30を超える小学校や病院などに浄水器を設置す
るプロジエクトです。学校の児童たちのみならず周辺、集
落に役立てることが可能であり、また児童たちも長距離・
長時間の水汲みから解放され通学が可能になり、延いて
は識字率向上も図れる、非常に有効なプロジェクトであ
ります。浄水器１ユニットは濾過材が入った長さ約1.5㍍、
直径約30㌢のステンレス製パイプを３本つないで使い、
さらに紫外線滅菌処理をする単純な仕組みで、現地でメ
ンテナンスできるシステムとなっております。１ユニット凡
そ十数万円です。贈呈式はタイの田舎を貸切バスで早朝
より夜まで、土埃の中を小学校や病院を５か所ほど回る
わけです。特に小学生や幼稚園児の歓迎には、毎回感動
を覚えます。
　今見て頂いている写真は2010－11年度の浄水器贈呈
式ツアーの様子です。学年毎に民族舞踊やお遊戯など、
更に大・小規模校問わず工夫を凝らして対応して頂けま
す。それに応えるためにタイのメンバーは自前で絵本や学
用品などを用意しており、私どもも一緒に一人一人に手渡
します。一緒に手作りのタイ料理の昼食や軽食を戴き、集
合写真を撮ります。そして実際に浄水器からの水を試飲
するわけですが、皆さんもご存じの通りタイの水事情は
日本とは大きく異なります。日本の山国で森林率は７割
で、水をたっぷり含んだ上流から下流まで河川は急峻で

がり、世界有数の稲作地帯を作り出しています。一方東北
部はほぼ全域にコーラート台地が広がり、雨量が少なく
農作物が育ちにくい環境にあって、貧困地域の代表格に
もなっています。タイの都市部においては公共水道の普及
率は比較的高いですが、郊外では非常に低い。公共水道
が暮らしに無い生活というものは、今の日本人は忘れて
しまっていると思われますが、タイにおいては住民達が
様々な工夫のもとに水を調達している姿が見られます。
主な利用水源として、
・雨水の利用
・地下水の利用
・コミュニティー水道の利用
が挙げられます。タイの中でも河川が無いところや、地下
水に恵まれていないところでは古くから雨水を利用する
ことが行われてきました。ただしこの国はアジアモンスー
ン気候に支配され、雨期と乾期が存在し、８月から10月
にかけて降雨量が多く、しばしば洪水が引き起こされま
す。その後、11月から３月中旬までは雨が少ない。ここで
実際に我々も浄水器の水を味わいます。屋上の高架タン
ク内の温まった水ですから、浄水しても生ぬるく美味しく
はありません。長いツアー初日が終わり、河畔のホテルに
泊まります。当夜メンバーは風呂の有無で揉めましたが、
翌朝はクルージングで川を遡りながら朝食と朝からタイ
のメンバーとダンスに興じました。船を降りてバスに乗り
換え、またいくつかの小学校と病院を訪ねて深夜バンコ
クへ戻りました。
　次に2013－14年度の浄水器贈呈式ツアーの様子で
す。到着の夜チャオプラヤー河畔のメンバーのホテルで、
歓迎パーティーを開いて頂きました。翌土曜日はタイの休
日を楽しみ、民芸文化村等を訪問し、やはりタイメンバー
と民族舞踊を踊ったりしました。タイのメンバーは本当に
カラオケと踊りが好きです。翌日、また幾つもの小学校を
回りました。この年は松本会長年度で、やはり代表団に会
長がいることで、更に友好クラブとの親睦を深め絆を強
めることができ、より実りある訪問となりました。
　この財団グローバル補助金を使った浄水器贈呈ツアー
はほぼ毎年行われておりますので、是非若い会員の皆様
も参加して頂けることを切に望みます。

治水さえできれば、飲み水
は十分にございます。しか
しタイの森林率は３割で
す。そこから中央部に唯一
チャオプラヤー川が形成し
たチャオプラヤー・デルタ
と呼ばれる豊かな平地が広

石川　啓司 会員
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イニシエーションスピーチ

　こんにちは。昨年の11月に会員になりました平山桜
子です。
　長い時間、お話をする事がないので、お聞き苦しい点
があるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いいたしま
す。
　私は、平山ピアノ社の長女として生まれました。
　今年で当社は創業81年になります。
　平山家は代々商売人の家系、ピアノ店を始める前は現
在あります、中央ビルの場所に『伊勢彦』という旅館を
営んでおりました。
　その前は造り酒屋を営んでいたときいています。
　創業者の祖父は、音楽好きが高じ、平山ピアノ社を昭
和11年に設立。
　現在の場所へ移転し、ピアノ店を始めました。
　祖父は、茨城交響楽団設立時に参加し、副団長と、水
戸ジュニアオーケストラを編成、団長でもありました。
　クラッシック音楽をこよなく愛し音楽一筋の祖父でし
た。
　祖父は、緑内障で失明するまで50年間、チェロを弾
いていました。
　祖父とはあまり話をした記憶はないのですが、覚えて
いることは人使いがとても上手いことです。
　祖父母の宅へ行くと、おばあちゃんが静かに居なくな
り、祖父と二人になる…今誰がいるのかい？と聞かれ、
桜子です。と伝えると、そこから丁寧な言葉遣いでずっ
と小間使いを…休む間もなく１時間近く祖父のお手伝い
をすることに。
　今となってはとても懐かしい思い出です。
　私の父は８人兄弟の二男。
　父の兄弟は個性的な人がとても多く、８人のうち４人
は外国人と結婚。うち３人はアメリカに現在も住み続け
ています。
　私の父は、高校卒業後、宇都宮にありました、手造り
ピアノメーカーへ数年修行し、約60年間、現役でコン
サートチューナーをしておりました。
　職人の父は職場で、とても頑固で厳しく、怒られるこ
とも多く、よく親子喧嘩をしておりました。
　さすがにここ数年は父も80歳近くなり、喧嘩をする
ことはなくなりました。
　生まれた時からピアノがあり、ピアノを修理する職人
たちが居る中で育ってきたので、誰が調律をしているの
か？誰がピアノを弾いているのか？
　音色、タッチ、弾き方など、姿が見えなくてもわかり
ます。
　私は幼少期、ピアノレッスンを従妹たちと習っており
ましたが、親族にクラッシックの音楽家がとても多かっ
たせいなのか、小学校低学年よりクラッシックピアノか

らハモンドオルガンへ転向。
　結婚するまで趣味として習っていました。
　結婚後、出産、子育て、仕事も重なり、ハモンドオル
ガンを弾く事、音楽を聴きに行く余裕が全くありません
でした。
　今は、子供も高校生になり、音楽を聴きに行く機会が
グッと増えたおかげで、知人に会う事も増え、忙しいで
すが充実した日々を送っております。
　普段、平山ピアノ社での私の仕事は音楽教室の受付、
演奏会、レクチャーの企画、販売、経理などの業務を
行っております。
　私の仕事は、拘束時間がとても長く、自宅へ戻るのは
早くて毎日９時過ぎです。
　一見、音楽業界は華やかにみえ、おしとやかな女性た
ちが多いと思われてる方が多いと思いますが、実は相当
男前の性格でなければ演奏者含め、私もとても勤まらな
い仕事と思っております。
　ここからは私の子供時代の話をします。
　私は子供時代とても反抗期が強く、とても両親を困ら
せた子供です。
　小学校低学年の時は汲み取り式のトイレにとても興味
があり、トイレの中をずっと覗いていたり、教室の椅子
に座らず、校庭に出てしまったりとても変な子供のよう
でした。
　母はそんな私を見て、とても心配し、教育相談所へ相
談に行っていたようです。
　中学時代は学校へ行くのが嫌で、自宅で本を読んだ
り、友人宅へ遊びに行ったりしていたのを見て、母が当
時、飲食店を営んでいたので、強制的にバイトを強いら
れていました。
　今、考えてみると　悪い事をさせないよう手元に置き
たくてバイトをさせていたのかと思います。
　現在、接客するのが全く苦に成らないのはそのお蔭か
と思います。
　それでも、高校進学する意味が解らず、中学３年生の
時の担任に中学までの勉強はしたから高校へ行かず、就
職します。と伝え高校受験を拒んでいたのですが、平
山、高校だけは何処でもいいからいっとけと言われ、
そーかな？と思い、高校へ進学。
　高校へ行ったらとても３年間楽しく、充実した学校生
活を送る事が出来ました。
　その後、都内の専門学校へ進学。
　あの時、中学の担任に高校進学をすすめられたことと
ても感謝しています。
　こんな、私ですが今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。
　ご清聴ありがとうございました。

平山　桜子 会員

水と衛生月間に因んで ～友好地区ＲＩ3350との浄水器設置プロジェクト～

　ロータリーの奉仕活動には大きなニーズのある６つの
分野に重点を置き、国際関係を培いながら、人々の暮らし
を支援しています。より平和な世界を築くために。地元地
域や世界のために、持ちうるリソースを最大限に生かした
い。そう願うロータリーは、これまでの長年の経験から、
もっとも大きく、持続可能な成果をあげられる以下の６つ
の分野に重点を絞って活動しています。
　①平和の推進、②疾病との闘い、③水と衛生（きれいな
水の提供）、④母子の健康、⑤教育の支援、⑥地元経済の
成長、となっていますが、３月は「水と衛生月間」となって
おります。具体的にはきれいな水と衛生設備の利用は、す
べての人がもつべき権利。なのに、汚染水で病気になる人
や命を落とす人が後を絶ちません。未来を担うはずの子
どもたちは、水汲みなどの労働によって学校に通えず、つ
らい境遇を強いられています。
　当水戸南ロータリークラブでは佐藤衛ガバナーを輩出
した後、友好地区タイRI3350地区同期ガバナーのカセム
チャイさんと連携し、シーロムロータリークラブとマッチ
ンググラントとして財団補助金を使った浄水器設置プロ
ジェクトに協賛することとなりました。このプロジェクト
は毎年30を超える小学校や病院などに浄水器を設置す
るプロジエクトです。学校の児童たちのみならず周辺、集
落に役立てることが可能であり、また児童たちも長距離・
長時間の水汲みから解放され通学が可能になり、延いて
は識字率向上も図れる、非常に有効なプロジェクトであ
ります。浄水器１ユニットは濾過材が入った長さ約1.5㍍、
直径約30㌢のステンレス製パイプを３本つないで使い、
さらに紫外線滅菌処理をする単純な仕組みで、現地でメ
ンテナンスできるシステムとなっております。１ユニット凡
そ十数万円です。贈呈式はタイの田舎を貸切バスで早朝
より夜まで、土埃の中を小学校や病院を５か所ほど回る
わけです。特に小学生や幼稚園児の歓迎には、毎回感動
を覚えます。
　今見て頂いている写真は2010－11年度の浄水器贈呈
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す。それに応えるためにタイのメンバーは自前で絵本や学
用品などを用意しており、私どもも一緒に一人一人に手渡
します。一緒に手作りのタイ料理の昼食や軽食を戴き、集
合写真を撮ります。そして実際に浄水器からの水を試飲
するわけですが、皆さんもご存じの通りタイの水事情は
日本とは大きく異なります。日本の山国で森林率は７割
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泊まります。当夜メンバーは風呂の有無で揉めましたが、
翌朝はクルージングで川を遡りながら朝食と朝からタイ
のメンバーとダンスに興じました。船を降りてバスに乗り
換え、またいくつかの小学校と病院を訪ねて深夜バンコ
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日を楽しみ、民芸文化村等を訪問し、やはりタイメンバー
と民族舞踊を踊ったりしました。タイのメンバーは本当に
カラオケと踊りが好きです。翌日、また幾つもの小学校を
回りました。この年は松本会長年度で、やはり代表団に会
長がいることで、更に友好クラブとの親睦を深め絆を強
めることができ、より実りある訪問となりました。
　この財団グローバル補助金を使った浄水器贈呈ツアー
はほぼ毎年行われておりますので、是非若い会員の皆様
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ります。浄水器１ユニットは濾過材が入った長さ約1.5㍍、
直径約30㌢のステンレス製パイプを３本つないで使い、
さらに紫外線滅菌処理をする単純な仕組みで、現地でメ
ンテナンスできるシステムとなっております。１ユニット凡
そ十数万円です。贈呈式はタイの田舎を貸切バスで早朝
より夜まで、土埃の中を小学校や病院を５か所ほど回る
わけです。特に小学生や幼稚園児の歓迎には、毎回感動
を覚えます。
　今見て頂いている写真は2010－11年度の浄水器贈呈
式ツアーの様子です。学年毎に民族舞踊やお遊戯など、
更に大・小規模校問わず工夫を凝らして対応して頂けま
す。それに応えるためにタイのメンバーは自前で絵本や学
用品などを用意しており、私どもも一緒に一人一人に手渡
します。一緒に手作りのタイ料理の昼食や軽食を戴き、集
合写真を撮ります。そして実際に浄水器からの水を試飲
するわけですが、皆さんもご存じの通りタイの水事情は
日本とは大きく異なります。日本の山国で森林率は７割
で、水をたっぷり含んだ上流から下流まで河川は急峻で

がり、世界有数の稲作地帯を作り出しています。一方東北
部はほぼ全域にコーラート台地が広がり、雨量が少なく
農作物が育ちにくい環境にあって、貧困地域の代表格に
もなっています。タイの都市部においては公共水道の普及
率は比較的高いですが、郊外では非常に低い。公共水道
が暮らしに無い生活というものは、今の日本人は忘れて
しまっていると思われますが、タイにおいては住民達が
様々な工夫のもとに水を調達している姿が見られます。
主な利用水源として、
・雨水の利用
・地下水の利用
・コミュニティー水道の利用
が挙げられます。タイの中でも河川が無いところや、地下
水に恵まれていないところでは古くから雨水を利用する
ことが行われてきました。ただしこの国はアジアモンスー
ン気候に支配され、雨期と乾期が存在し、８月から10月
にかけて降雨量が多く、しばしば洪水が引き起こされま
す。その後、11月から３月中旬までは雨が少ない。ここで
実際に我々も浄水器の水を味わいます。屋上の高架タン
ク内の温まった水ですから、浄水しても生ぬるく美味しく
はありません。長いツアー初日が終わり、河畔のホテルに
泊まります。当夜メンバーは風呂の有無で揉めましたが、
翌朝はクルージングで川を遡りながら朝食と朝からタイ
のメンバーとダンスに興じました。船を降りてバスに乗り
換え、またいくつかの小学校と病院を訪ねて深夜バンコ
クへ戻りました。
　次に2013－14年度の浄水器贈呈式ツアーの様子で
す。到着の夜チャオプラヤー河畔のメンバーのホテルで、
歓迎パーティーを開いて頂きました。翌土曜日はタイの休
日を楽しみ、民芸文化村等を訪問し、やはりタイメンバー
と民族舞踊を踊ったりしました。タイのメンバーは本当に
カラオケと踊りが好きです。翌日、また幾つもの小学校を
回りました。この年は松本会長年度で、やはり代表団に会
長がいることで、更に友好クラブとの親睦を深め絆を強
めることができ、より実りある訪問となりました。
　この財団グローバル補助金を使った浄水器贈呈ツアー
はほぼ毎年行われておりますので、是非若い会員の皆様
も参加して頂けることを切に望みます。

治水さえできれば、飲み水
は十分にございます。しか
しタイの森林率は３割で
す。そこから中央部に唯一
チャオプラヤー川が形成し
たチャオプラヤー・デルタ
と呼ばれる豊かな平地が広

石川　啓司 会員
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イニシエーションスピーチ

　こんにちは。昨年の11月に会員になりました平山桜
子です。
　長い時間、お話をする事がないので、お聞き苦しい点
があるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願いいたしま
す。
　私は、平山ピアノ社の長女として生まれました。
　今年で当社は創業81年になります。
　平山家は代々商売人の家系、ピアノ店を始める前は現
在あります、中央ビルの場所に『伊勢彦』という旅館を
営んでおりました。
　その前は造り酒屋を営んでいたときいています。
　創業者の祖父は、音楽好きが高じ、平山ピアノ社を昭
和11年に設立。
　現在の場所へ移転し、ピアノ店を始めました。
　祖父は、茨城交響楽団設立時に参加し、副団長と、水
戸ジュニアオーケストラを編成、団長でもありました。
　クラッシック音楽をこよなく愛し音楽一筋の祖父でし
た。
　祖父は、緑内障で失明するまで50年間、チェロを弾
いていました。
　祖父とはあまり話をした記憶はないのですが、覚えて
いることは人使いがとても上手いことです。
　祖父母の宅へ行くと、おばあちゃんが静かに居なくな
り、祖父と二人になる…今誰がいるのかい？と聞かれ、
桜子です。と伝えると、そこから丁寧な言葉遣いでずっ
と小間使いを…休む間もなく１時間近く祖父のお手伝い
をすることに。
　今となってはとても懐かしい思い出です。
　私の父は８人兄弟の二男。
　父の兄弟は個性的な人がとても多く、８人のうち４人
は外国人と結婚。うち３人はアメリカに現在も住み続け
ています。
　私の父は、高校卒業後、宇都宮にありました、手造り
ピアノメーカーへ数年修行し、約60年間、現役でコン
サートチューナーをしておりました。
　職人の父は職場で、とても頑固で厳しく、怒られるこ
とも多く、よく親子喧嘩をしておりました。
　さすがにここ数年は父も80歳近くなり、喧嘩をする
ことはなくなりました。
　生まれた時からピアノがあり、ピアノを修理する職人
たちが居る中で育ってきたので、誰が調律をしているの
か？誰がピアノを弾いているのか？
　音色、タッチ、弾き方など、姿が見えなくてもわかり
ます。
　私は幼少期、ピアノレッスンを従妹たちと習っており
ましたが、親族にクラッシックの音楽家がとても多かっ
たせいなのか、小学校低学年よりクラッシックピアノか

らハモンドオルガンへ転向。
　結婚するまで趣味として習っていました。
　結婚後、出産、子育て、仕事も重なり、ハモンドオル
ガンを弾く事、音楽を聴きに行く余裕が全くありません
でした。
　今は、子供も高校生になり、音楽を聴きに行く機会が
グッと増えたおかげで、知人に会う事も増え、忙しいで
すが充実した日々を送っております。
　普段、平山ピアノ社での私の仕事は音楽教室の受付、
演奏会、レクチャーの企画、販売、経理などの業務を
行っております。
　私の仕事は、拘束時間がとても長く、自宅へ戻るのは
早くて毎日９時過ぎです。
　一見、音楽業界は華やかにみえ、おしとやかな女性た
ちが多いと思われてる方が多いと思いますが、実は相当
男前の性格でなければ演奏者含め、私もとても勤まらな
い仕事と思っております。
　ここからは私の子供時代の話をします。
　私は子供時代とても反抗期が強く、とても両親を困ら
せた子供です。
　小学校低学年の時は汲み取り式のトイレにとても興味
があり、トイレの中をずっと覗いていたり、教室の椅子
に座らず、校庭に出てしまったりとても変な子供のよう
でした。
　母はそんな私を見て、とても心配し、教育相談所へ相
談に行っていたようです。
　中学時代は学校へ行くのが嫌で、自宅で本を読んだ
り、友人宅へ遊びに行ったりしていたのを見て、母が当
時、飲食店を営んでいたので、強制的にバイトを強いら
れていました。
　今、考えてみると　悪い事をさせないよう手元に置き
たくてバイトをさせていたのかと思います。
　現在、接客するのが全く苦に成らないのはそのお蔭か
と思います。
　それでも、高校進学する意味が解らず、中学３年生の
時の担任に中学までの勉強はしたから高校へ行かず、就
職します。と伝え高校受験を拒んでいたのですが、平
山、高校だけは何処でもいいからいっとけと言われ、
そーかな？と思い、高校へ進学。
　高校へ行ったらとても３年間楽しく、充実した学校生
活を送る事が出来ました。
　その後、都内の専門学校へ進学。
　あの時、中学の担任に高校進学をすすめられたことと
ても感謝しています。
　こんな、私ですが今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。
　ご清聴ありがとうございました。

平山　桜子 会員

水と衛生月間に因んで ～友好地区ＲＩ3350との浄水器設置プロジェクト～

　ロータリーの奉仕活動には大きなニーズのある６つの
分野に重点を置き、国際関係を培いながら、人々の暮らし
を支援しています。より平和な世界を築くために。地元地
域や世界のために、持ちうるリソースを最大限に生かした
い。そう願うロータリーは、これまでの長年の経験から、
もっとも大きく、持続可能な成果をあげられる以下の６つ
の分野に重点を絞って活動しています。
　①平和の推進、②疾病との闘い、③水と衛生（きれいな
水の提供）、④母子の健康、⑤教育の支援、⑥地元経済の
成長、となっていますが、３月は「水と衛生月間」となって
おります。具体的にはきれいな水と衛生設備の利用は、す
べての人がもつべき権利。なのに、汚染水で病気になる人
や命を落とす人が後を絶ちません。未来を担うはずの子
どもたちは、水汲みなどの労働によって学校に通えず、つ
らい境遇を強いられています。
　当水戸南ロータリークラブでは佐藤衛ガバナーを輩出
した後、友好地区タイRI3350地区同期ガバナーのカセム
チャイさんと連携し、シーロムロータリークラブとマッチ
ンググラントとして財団補助金を使った浄水器設置プロ
ジェクトに協賛することとなりました。このプロジェクト
は毎年30を超える小学校や病院などに浄水器を設置す
るプロジエクトです。学校の児童たちのみならず周辺、集
落に役立てることが可能であり、また児童たちも長距離・
長時間の水汲みから解放され通学が可能になり、延いて
は識字率向上も図れる、非常に有効なプロジェクトであ
ります。浄水器１ユニットは濾過材が入った長さ約1.5㍍、
直径約30㌢のステンレス製パイプを３本つないで使い、
さらに紫外線滅菌処理をする単純な仕組みで、現地でメ
ンテナンスできるシステムとなっております。１ユニット凡
そ十数万円です。贈呈式はタイの田舎を貸切バスで早朝
より夜まで、土埃の中を小学校や病院を５か所ほど回る
わけです。特に小学生や幼稚園児の歓迎には、毎回感動
を覚えます。
　今見て頂いている写真は2010－11年度の浄水器贈呈
式ツアーの様子です。学年毎に民族舞踊やお遊戯など、
更に大・小規模校問わず工夫を凝らして対応して頂けま
す。それに応えるためにタイのメンバーは自前で絵本や学
用品などを用意しており、私どもも一緒に一人一人に手渡
します。一緒に手作りのタイ料理の昼食や軽食を戴き、集
合写真を撮ります。そして実際に浄水器からの水を試飲
するわけですが、皆さんもご存じの通りタイの水事情は
日本とは大きく異なります。日本の山国で森林率は７割
で、水をたっぷり含んだ上流から下流まで河川は急峻で

がり、世界有数の稲作地帯を作り出しています。一方東北
部はほぼ全域にコーラート台地が広がり、雨量が少なく
農作物が育ちにくい環境にあって、貧困地域の代表格に
もなっています。タイの都市部においては公共水道の普及
率は比較的高いですが、郊外では非常に低い。公共水道
が暮らしに無い生活というものは、今の日本人は忘れて
しまっていると思われますが、タイにおいては住民達が
様々な工夫のもとに水を調達している姿が見られます。
主な利用水源として、
・雨水の利用
・地下水の利用
・コミュニティー水道の利用
が挙げられます。タイの中でも河川が無いところや、地下
水に恵まれていないところでは古くから雨水を利用する
ことが行われてきました。ただしこの国はアジアモンスー
ン気候に支配され、雨期と乾期が存在し、８月から10月
にかけて降雨量が多く、しばしば洪水が引き起こされま
す。その後、11月から３月中旬までは雨が少ない。ここで
実際に我々も浄水器の水を味わいます。屋上の高架タン
ク内の温まった水ですから、浄水しても生ぬるく美味しく
はありません。長いツアー初日が終わり、河畔のホテルに
泊まります。当夜メンバーは風呂の有無で揉めましたが、
翌朝はクルージングで川を遡りながら朝食と朝からタイ
のメンバーとダンスに興じました。船を降りてバスに乗り
換え、またいくつかの小学校と病院を訪ねて深夜バンコ
クへ戻りました。
　次に2013－14年度の浄水器贈呈式ツアーの様子で
す。到着の夜チャオプラヤー河畔のメンバーのホテルで、
歓迎パーティーを開いて頂きました。翌土曜日はタイの休
日を楽しみ、民芸文化村等を訪問し、やはりタイメンバー
と民族舞踊を踊ったりしました。タイのメンバーは本当に
カラオケと踊りが好きです。翌日、また幾つもの小学校を
回りました。この年は松本会長年度で、やはり代表団に会
長がいることで、更に友好クラブとの親睦を深め絆を強
めることができ、より実りある訪問となりました。
　この財団グローバル補助金を使った浄水器贈呈ツアー
はほぼ毎年行われておりますので、是非若い会員の皆様
も参加して頂けることを切に望みます。

治水さえできれば、飲み水
は十分にございます。しか
しタイの森林率は３割で
す。そこから中央部に唯一
チャオプラヤー川が形成し
たチャオプラヤー・デルタ
と呼ばれる豊かな平地が広

石川　啓司 会員



新会員入会式　綿引会長と廣澤さんの記
念撮影。ご入会おめでとうございます。

新会員入会式　廣澤一浩さんの挨拶です。
紹介者の橋本会員と共に。

ロータリーの時間　綿引会長より高松西RCの
皆様をお迎えして歓迎スピーチがありました。

高松西RCの皆様と会食中です。

加藤高松西RC50周年
委員長よりご挨拶

鏡原高松西RC会長より高松
西RCの紹介がありました。

佐藤衛パストガバナー
より高松西RC歓迎挨拶

卓話「高松西ロータリークラブの皆様を迎えて」

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

３月第２例会 ３月10日（金）

１. 新会員所属委員会について
廣澤一浩会員は、職業奉仕委員会となります。

２. ３月23日㈭ 第４回SRGコンペ参加者
参加会員（敬称略）
一毛裕之　　市毛純一　　小路　實　　久保田啓藏
皆川雄作　　松本隆史　　中本邦彦　　塩沢富夫
鈴木憲一　　綿引甚介　　谷島孝明　　米川幸喜

　　12名

３. 第４回「おひさま食堂」が開催されます。
日　時：３月25日㈯　11:30～14:00
場　所：赤塚市民センター　水戸市河和田3-2329-3
集合時間：調理担当者　8:30 までに集合
　　　　作業担当者　9:30 までに集合

４. 水戸市内RC例会変更
水戸東RC：３月30日㈭　定款第８条第１節により休会

５. 次回例会日程
日　時：３月31日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：３月誕生祝い　
　　　　クラブ懇談会

Vol.44  No33（第2102）－１ 2017年（平成29年）３月24日（金）
水と衛生月間

３月第３例会プログラム
2017年３月24日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 川﨑英輝会員
 5. 水戸市立笠原小学校への緞帳寄贈・感謝状の贈呈

 高橋靖水戸市長
 6. 米山功労者感謝状伝達

小路　實会員（第２回）　綿引甚介会員（第１回）
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 卓話「障碍者差別解消法について」

 茨城大学非常勤講師　有賀絵里 氏
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率68.48％
前々週訂正出席率62.64％98名 60名 38名 65.22％３月第２例会（３月10日）

出席状況

豚肉のコンフィとカレー・ライス
春野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー

高松西RC………
池田勇夫会員（水戸さくらRC）
　　　　　　……

廣澤一浩会員……
長谷川國雄会員…
綿引甚介会員……
米田英雄会員……

久保田規子会員…
水口二良会員……
笹館康男会員……
及川　譲会員……

久保田啓藏会員…
大金　誠会員……
市毛純一会員……
松本隆史会員……
井澤卓司会員……
鈴木憲一会員……
根本　次会員……
兼子充裕会員……
川﨑紀子会員……

赤岩賢二会員……
岡村太郎会員……

宇留野秀一会員…

川﨑英輝会員……

鈴木由紀子会員…
小路　實会員……
粂田信行会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（３月10日（金）扱）

■ゲスト

この計　　 27件　　 147,000円

水戸南RCの皆様、２日間大変お世話になりました。

大変お世話になっております。水戸さくらRCの創立
25周年記念式典のご案内に伺いました。多くの
方々の参加をお待ちしております。
本日入会します。宜しくお願いします。
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
高松西RCの皆様、ようこそおいで頂きました。
高松西RCの皆様ようこそ。廣澤さん、入会おめでと
うございます。
霜焼けが痒いです！！
高松西RCの皆様を歓迎して。
高松西RCの皆様、ようこそ！
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。２
日間有難うございました。
高松西RCの皆さんの来訪を記念して。
高松西RCの皆様、ようこそ水戸へ。
高松西RCの皆様、ようこそ！
高松西RCの皆様、歓迎いたします。
高松西RCの皆様、ようこそ！！
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
高松西RCの皆様、本日はようこそおいで下さいました。
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
高松西RCの皆様、昨夜の水戸は如何でしたか？今
日の一日も素敵な一日になりますように。
高松西RCの皆様、ようこそ。
高松西RCの皆様、ようこそ！明日３月11日は震災
から６年。次男が１歳の誕生日を迎えます。感謝。
高松西RCの皆様、ようこそ！昨年お伺いした際には
お世話になりました。
高松西RCの皆様、水戸南RCへようこそ！水戸南RC
の時間をお楽しみください。
本日、中学校の卒業式ですね！おめでとうございます。
廣澤さんの入会を記念して。宜しくお願いします。
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
日曜日にホテルマロウド筑波で行われた保延年度
地区チーム研修セミナーの国際奉仕部会で水戸南
RCの国際奉仕部門地区表彰が決まりました。

■会員メークアップ
3/ 5 　地区チーム研修セミナー
　　　　　長谷川國雄　井澤卓司　　石川啓司
　　　　　篠原　勉　　米川幸喜　　宇留野秀一
3/ 6 　北海道2500REC　　　人見光一
3/ 7 　ワールド大阪REC　　　水口二良
3/ 8 　水戸西RC　　大金　誠
3/10　REC Sunrise of Japan　　野口英壽
3/12　地区補助金管理セミナー　　兼子充裕
3/13　北海道2500REC　　　　　工藤貴正
3/13　東京ピースウィングREC　　武田　誠

■財団BOX（３月10日（金）扱）
久保田啓藏会員…財団の友献金ポリオプラス（第１回）

　$100　11,600円（累計$9,100）
小路　實会員……財団の友献金ポリオプラス（第７回）

　$100　11,600円（累計$2,700）

高松西ＲＣ
　会　長　鏡原良則 氏 ・ 幹　事　村上義憲 氏
　50周年委員長（兼 友好縁組担当）　　加藤和理 氏
　ＩＴ・広報副委員長　　池上晴英 氏・みどり 夫人
　親睦活動委員長　　　　松木裕之 氏

■ビジター
水戸さくらRC　池田勇夫会員

この計　　　２件　　　$200　　　23,200円

■米山BOX（３月10日（金）扱）
水口二良会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計650,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計370,000円）
中川勝義会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計280,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計170,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）
国本美加会員……準米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 20,000円）

この計　　　７件　　　70,000円


