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親睦の時間「11月誕生祝」
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ロータリーの時間「会員増強について」
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クラブ会長方針／心に寄り添う魅力あるクラブ

水戸南
　 ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

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
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会員の皆様へ
本日はこの何週間か「我が水戸南RC活性化」の為
にやかましく、告知をさせて頂き、若い会員を中心
に多くの皆様にお手伝い頂きました。そして何より
も第2840地区PDG田中久夫様にご協力を賜り、
大いなるヒントを頂く為にお越しいただきました。
時には真面目なトーンで酒を酌み交わすのもいい
のではないかと思っております。是非、うまい酒
を酌み交わしましょう。宜しくお願い致します。

11月23日（土・祝） おひさま食堂が開催されました
双葉台市民センター＆千波湖ラーメンまつり
参加者（敬称略）
原口一吉、石井浩一、兼子充裕、小泉正史、
小路　實、久保田規子、長洲雅彦、奈良早苗、
根本祐次、櫻井盛二、島根昌明、鈴木憲一、
及川　譲、宇留野秀一、上野義哉、米田英雄、
深谷　智　　　　　　　　　　　　　　　（17名）

12月２日㈪ 第６回定例理事会
理事会 18:30～　水戸プラザホテル２Fメロディールーム
忘年会 19:30～　和食よし川　会費8,000円
出席者　理事、役員（メークアップ扱いとなります。）
※今回は忘年会の為、メークアップを予定している方
は11月中に、深谷幹事の電話 090-1427-8376、
又は、メール llsclub@max.hi-ho.ne.jp まで、ご
連絡ください。

12月11日㈬ 1－3奉仕研究会
中川楼　勉強会 18:30～　懇親会 19:00～
出席者　1－3奉仕研究会会員
※メークアップ扱いとなります。

次回例会日程
12月６日㈮　12:30～　水戸プラザホテル

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈それでこそロータリー〉
 3. ビジター・ゲスト紹介　
 4. ロータリーの時間
「田中久夫パストガバナーを迎えて」
 小路　實会長

 5. 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）

 6. 幹事報告
 7. 卓話「会員増強について」

 田中久夫RI第2840地区パストガバナー
 （高崎RC）

 8. 田中久夫パストガバナーを交えての懇親会
 乾杯 小路　實会長

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

11月第５例会プログラム
2019年11月29日（金）

■財団BOX（11月22日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金 ポリオプラス(第10回)

$100　10,800円(累計$16,000)
石川啓司会員……財団の友献金(第７回)

$100　10,800円(累計 $5,700)
櫻井盛二会員……財団の友献金 ポリオプラス(第５回)

$100　10,800円(累計 $5,500)
粂田信行会員……財団の友献金 ポリオプラス(第１回)

$100　10,800円(累計 $5,100)
太田聖史会員……財団の友献金 ポリオプラス(第８回)

$100　10,800円(累計 $3,800)
小泉正史会員……財団の友献金 ポリオプラス(第10回)

$100　10,800円(累計 $1,000)
上野義哉会員……財団の友献金 ポリオプラス(第５回)

$100　10,800円(累計 $500)

この計　　　７件　　　$700　　　75,600円

■米山BOX（11月22日（金）扱）
櫻井盛二会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計620,000円)
太田聖史会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計270,000円)

この計　　　２件　　　20,000円 Vol.47  No19（第2217）－１
2019年（令和元年）11月29日（金）

長谷川國雄会員…

深谷　智会員・高柳益美会員
　　　　　　……

市毛純一会員……
松本隆史会員……
米田英雄会員……

水越光男会員……
原口一吉会員……
太田聖史会員……
櫻井盛二会員……
石川啓司会員……

この計　　　11件　　　33,000円

■会員メークアップ
11/14　　 笠間RC　　太田聖史
11/16　　 地域財団セミナー　　　　　　長谷川國雄
11/17　　 メジャードナー顕彰午餐会　　長谷川國雄
11/17～19　第48回ロータリー研究会　　　長谷川國雄
11/18　　 水戸さくらRC　　市毛純一
11/19　　 水戸RC　　宇留野秀一
11/19　　 北海道2500REC　　野口英壽

前　週訂正出席率67.06％
前々週訂正出席率69.32％91名 48名 43名 56.47％11月第４例会（11月22日）

出席状況
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■ニコニコBOX（11月22日（金）扱）
ロータリー研究会に出席して、マローニーRI会長
より会員増強を依頼されました。

細谷会員、丸尾会員イニシエーションスピーチ頑
張って下さい。
今日は雨の例会ですね。
11月誕生の皆様おめでとうございます。
11月誕生日の皆様おめでとうございます。ラー
メンまつり開催中なので、ラーメン食べに来てね！
久し振りなので！！
今日も全ての事に感謝します。
寒いですね。
本日は“良い夫婦の日”です。
熱燗が恋しい季節になりましたね。昨日も東京で
居酒屋に入ってしまいました。

11月第４例会　11月22日（金）

水戸西RC　黒木雅宏会員
■ビジター

ロータリー財団月間

【訂正】
11月22日㈮週報に掲載の1－3奉仕研究会（11/13）
参加者に、久保田啓藏会員、岡村太郎会員がぬけてお
りました。訂正し、お詫び申し上げます。



細谷達朗会員

イニシエーションスピーチ

　改めまして、みなさん、こんにちは。
　３月に水戸南RCに入会させていただき、８カ月
が過ぎました。
　今日は自己紹介ということなので、これまで自分
の人生で深くかかわってきた野球を中心にお話した
いと思います。

①家族について
　昭和41年４月22日生まれ、53歳、水戸市千波
町出身のＡ型おうし座です。
　私の名前なんですが、父が大の野球好きでジャイ
アンツの広岡達明の大ファンだった影響で名付けら
れました。「タツロウ」と読むところ、父の名「ア
キラ」から「タツアキ」とほぼ当て字です。
　兄弟は、３つ年下の弟との兄弟２人。昨年父が他
界し、母親は81歳になりました。母はデイサービ
スに週３回お世話になっていますが、健康で健在で
す。
　家族は、１つ下の家内と２人。家内は今も働いて
います。家内は実家におり、単身赴任中です。単身
赴任は、足掛け13年目に突入しました。
　学歴は、吉田幼稚園、吉田小学校、緑岡小学校
（４年生の時に転校）、緑岡中学校、水戸一高、茨
城大学とすべて水戸市内で学校生活を送りました。
　平成元年に、常陽銀行へ入社。

②野球人生
　近所のワルガキだったのを父が見かねて、父の知
人が監督を務めるリトルリーグへ入部させられたの
が小学５年生。本格的に野球を始めました。当時は
丸坊主になるのがイヤで抵抗したのを覚えていま
す。水戸の駅南で活動する水戸リトルタイガースと
いうチームだったのですが、そこの先輩に千波支店
の前支店長の西脇さんが絶対エースとして活躍して
いました。また当時、後にプロ野球の西武、巨人、
楽天の監督等で活躍したデーブ大久保さんも、他
チームから移籍してきたのでバッテリーを組んで

いました。
　中学でも野球部に入部。１つ上の学年は強く、後
に茨城東高校で甲子園に出場し巨人に入団した加茂
川投手が活躍していました。当時はファーストを
守っていました。
　高校入学も２年生時はファースト、新チームから
投手。高校３年の夏の大会は、ベスト８をかけて、
全国優勝した取手二高とぶつかり９対２で敗戦。高
校生相手でしたが、まるで社会人のチーム相手に投
げているような感覚だったのを覚えています。現
在、常総学院で監督をされている佐々木監督、土浦
日大の小菅監督は、取手二高の全国優勝メンバー
で、お二人とも下位の打順だったにもかかわらず、
気持ちよく打たれたのを鮮明に覚えています。
　当時の野球部メンバーとは５、６年前から、夏の
大会で集まるようになりました。みんな姿は若干変
わりましたが、酒を呑みながら昔話に花を咲かせて
います。
　茨城大学でも硬式野球部に所属。４年間、投手を
させてもらいました。監督もコーチもいない野球部
ではありましたが、当時は関甲信地区で優勝し、千
葉のリーグの優勝大学と明治神宮の出場枠１つを賭
けて試合をするくらいの強さでした。
　銀行への入社も野球が縁で入社しました。私が入
社した平成元年は、軟式野球の成年２部で、県大
会、関東大会と西脇投手の力投で勝ち抜き、北海道
のはまなす国体に出場しました。結果は準優勝と惜
しい結果に終わったのですが、決勝戦の先発を任さ
れ、わずか７球で降板の苦い経験が残りました。
　入社３年目で肩を痛めた影響もあり、投手から
ファーストへコンバートされ、以後13年間、35歳
まで銀行の野球部にお世話になりました。
　当時は、関東一と呼ばれるバッテリーに恵まれ、
国体に３回、天皇杯に４回出場しました。天皇杯と
いうのは、軟式野球の全国大会のことです。国体
は、宮城国体で準優勝、天皇杯はベスト８の成績を
収めることができました。マネージャーには、「明

治の大砲」と呼ばれながら４番を任せられ、楽しい
時間を過ごしましたが、35歳で引退しました。
　ここ水戸南RCの野球にも参加させていただきま
したが、引退して18年、からだが思うように動く
わけがなく、満足な結果が出ていません。来年は相
応の準備をして臨みたいと思っております。

③銀行員生活
　野球が縁で常陽銀行に入社しました。就職活動
は、西脇さんを訪ねてご飯をご馳走になった程度、
銀行の野球部の練習を見学しに行って決まりまし
た。大学時代バッテリーを組んでいた１学年上の先
輩も常陽銀行の野球部に在籍していたことも幸いし
たと思います。就職については、当時バブルの走り
で売り手市場だったことも運が良かったのかもしれ
ません。教員となって野球部の監督、とも考えた時
もありましたが、教員の採用枠が激戦で１名とか
だったので断念、と言えば聞こえはいいのです
が、就活の楽な道に進み、現在に至っています。
　銀行では、初任店の千波支店を皮切りに、多賀、
大洗、ひたちなか東エリア、赤塚、水戸西エリア、
見和、利根、植田、つくば市役所、銚子、大みか支
店と12か店を経験しました。
　そして、今年の２月にまた、千波支店の辞令を貰
い現在に至っています。
　銀行員は転勤が多いから大変とよく言われます
が、逆に言えば自分の知らない土地を知る様々な機
会に恵まれると前向きに考えています。社会人にな
るまでずっと実家暮らしだったので、最初の転勤は
抵抗がありましたが、ある先輩から「こんなすばら
しい機会はないだろう」と諭され、それ以来、結構
楽しんで転勤生活を満喫しています。
　自分としては、海沿いの支店を多く経験したこと
が財産となっています。北からいくと、メヒカリの
植田支店、タコ、シシャモの大洗支店、サンマ、サ
バ、マグロの銚子支店と海産物の町の支店に勤務し
ました。「食」に関しては、大洗支店で魚が好きに
なり、銚子支店で更に深まった気がします。特に銚
子支店では、水揚げ量８年連続日本一の銚子漁港が
あり、地元でしか味わえない新鮮なものを食べるこ
とができました。今が旬のサンマですが、みなさん

ご存知のとおり、年々水揚げが減少しています。
公海での中国、台湾船による乱獲と、温暖化によ
る海流の変化から、日本近海に魚が回遊しづらく
なっているのが原因とのことです。海水が１度上
がると、魚にとっては人間で言う体感温度が６度
上昇するとのことです。これから先は、大衆魚と
言われてきた「サンマ」や「ホッケ」が高級魚と
なり、旬の味覚として味わえなくなるのではと心
配しています。ちなみに業界では、「新サンマ」が
今年とれたもので、それ以外は海外からの輸入も
のや前年にとれた冷凍ものと覚えておいて間違い
ないとのことです。もう１つ、銚子はナマの近海
マグロが水揚げされます。冷凍されずに水揚げさ
れるので、別格の味わいがあります。機会があれ
ば是非お勧めです。

④趣味
　『スポーツ観戦』～メジャーリーグ、バスケット
ボール、ゴルフ、アメリカンフットボール等。BS
放送に日々感謝です。
　『食べ歩き』～職業柄、単身赴任生活が長い影響
もあり、楽しみとしていつの間にか始まっていた感
じです。先程、魚の話をしましたが、つくば市役所
支店時代は、「ラーメン」と「スイーツ」にはまり
ました。
　野球をやっていた時期は、全国大会等で国内各所
をめぐってきましたが、これから先は、ゆっくりと
自分のペースで『旅行』を楽しみたいと考えていま
す。

　取り留めのない話でまとまりませんが、以上「イ
ニシエーションスピーチ」として私の経歴を簡単に
話させていただきました。
　水戸南RCに入会しまして、地域に貢献する大切
さを改めて感じております。
　今後ともよろしくお願い致します。ご清聴有難う
ございました。

2－Vol.47   No19（第2217） Vol.47  No19（第2217）－3

11月第４例会　11月22日（金） 11月第４例会　11月22日（金）

細谷達朗会員

イニシエーションスピーチ

　改めまして、みなさん、こんにちは。
　３月に水戸南RCに入会させていただき、８カ月
が過ぎました。
　今日は自己紹介ということなので、これまで自分
の人生で深くかかわってきた野球を中心にお話した
いと思います。

①家族について
　昭和41年４月22日生まれ、53歳、水戸市千波
町出身のＡ型おうし座です。
　私の名前なんですが、父が大の野球好きでジャイ
アンツの広岡達明の大ファンだった影響で名付けら
れました。「タツロウ」と読むところ、父の名「ア
キラ」から「タツアキ」とほぼ当て字です。
　兄弟は、３つ年下の弟との兄弟２人。昨年父が他
界し、母親は81歳になりました。母はデイサービ
スに週３回お世話になっていますが、健康で健在で
す。
　家族は、１つ下の家内と２人。家内は今も働いて
います。家内は実家におり、単身赴任中です。単身
赴任は、足掛け13年目に突入しました。
　学歴は、吉田幼稚園、吉田小学校、緑岡小学校
（４年生の時に転校）、緑岡中学校、水戸一高、茨
城大学とすべて水戸市内で学校生活を送りました。
　平成元年に、常陽銀行へ入社。

②野球人生
　近所のワルガキだったのを父が見かねて、父の知
人が監督を務めるリトルリーグへ入部させられたの
が小学５年生。本格的に野球を始めました。当時は
丸坊主になるのがイヤで抵抗したのを覚えていま
す。水戸の駅南で活動する水戸リトルタイガースと
いうチームだったのですが、そこの先輩に千波支店
の前支店長の西脇さんが絶対エースとして活躍して
いました。また当時、後にプロ野球の西武、巨人、
楽天の監督等で活躍したデーブ大久保さんも、他
チームから移籍してきたのでバッテリーを組んで

いました。
　中学でも野球部に入部。１つ上の学年は強く、後
に茨城東高校で甲子園に出場し巨人に入団した加茂
川投手が活躍していました。当時はファーストを
守っていました。
　高校入学も２年生時はファースト、新チームから
投手。高校３年の夏の大会は、ベスト８をかけて、
全国優勝した取手二高とぶつかり９対２で敗戦。高
校生相手でしたが、まるで社会人のチーム相手に投
げているような感覚だったのを覚えています。現
在、常総学院で監督をされている佐々木監督、土浦
日大の小菅監督は、取手二高の全国優勝メンバー
で、お二人とも下位の打順だったにもかかわらず、
気持ちよく打たれたのを鮮明に覚えています。
　当時の野球部メンバーとは５、６年前から、夏の
大会で集まるようになりました。みんな姿は若干変
わりましたが、酒を呑みながら昔話に花を咲かせて
います。
　茨城大学でも硬式野球部に所属。４年間、投手を
させてもらいました。監督もコーチもいない野球部
ではありましたが、当時は関甲信地区で優勝し、千
葉のリーグの優勝大学と明治神宮の出場枠１つを賭
けて試合をするくらいの強さでした。
　銀行への入社も野球が縁で入社しました。私が入
社した平成元年は、軟式野球の成年２部で、県大
会、関東大会と西脇投手の力投で勝ち抜き、北海道
のはまなす国体に出場しました。結果は準優勝と惜
しい結果に終わったのですが、決勝戦の先発を任さ
れ、わずか７球で降板の苦い経験が残りました。
　入社３年目で肩を痛めた影響もあり、投手から
ファーストへコンバートされ、以後13年間、35歳
まで銀行の野球部にお世話になりました。
　当時は、関東一と呼ばれるバッテリーに恵まれ、
国体に３回、天皇杯に４回出場しました。天皇杯と
いうのは、軟式野球の全国大会のことです。国体
は、宮城国体で準優勝、天皇杯はベスト８の成績を
収めることができました。マネージャーには、「明

治の大砲」と呼ばれながら４番を任せられ、楽しい
時間を過ごしましたが、35歳で引退しました。
　ここ水戸南RCの野球にも参加させていただきま
したが、引退して18年、からだが思うように動く
わけがなく、満足な結果が出ていません。来年は相
応の準備をして臨みたいと思っております。

③銀行員生活
　野球が縁で常陽銀行に入社しました。就職活動
は、西脇さんを訪ねてご飯をご馳走になった程度、
銀行の野球部の練習を見学しに行って決まりまし
た。大学時代バッテリーを組んでいた１学年上の先
輩も常陽銀行の野球部に在籍していたことも幸いし
たと思います。就職については、当時バブルの走り
で売り手市場だったことも運が良かったのかもしれ
ません。教員となって野球部の監督、とも考えた時
もありましたが、教員の採用枠が激戦で１名とか
だったので断念、と言えば聞こえはいいのです
が、就活の楽な道に進み、現在に至っています。
　銀行では、初任店の千波支店を皮切りに、多賀、
大洗、ひたちなか東エリア、赤塚、水戸西エリア、
見和、利根、植田、つくば市役所、銚子、大みか支
店と12か店を経験しました。
　そして、今年の２月にまた、千波支店の辞令を貰
い現在に至っています。
　銀行員は転勤が多いから大変とよく言われます
が、逆に言えば自分の知らない土地を知る様々な機
会に恵まれると前向きに考えています。社会人にな
るまでずっと実家暮らしだったので、最初の転勤は
抵抗がありましたが、ある先輩から「こんなすばら
しい機会はないだろう」と諭され、それ以来、結構
楽しんで転勤生活を満喫しています。
　自分としては、海沿いの支店を多く経験したこと
が財産となっています。北からいくと、メヒカリの
植田支店、タコ、シシャモの大洗支店、サンマ、サ
バ、マグロの銚子支店と海産物の町の支店に勤務し
ました。「食」に関しては、大洗支店で魚が好きに
なり、銚子支店で更に深まった気がします。特に銚
子支店では、水揚げ量８年連続日本一の銚子漁港が
あり、地元でしか味わえない新鮮なものを食べるこ
とができました。今が旬のサンマですが、みなさん

ご存知のとおり、年々水揚げが減少しています。
公海での中国、台湾船による乱獲と、温暖化によ
る海流の変化から、日本近海に魚が回遊しづらく
なっているのが原因とのことです。海水が１度上
がると、魚にとっては人間で言う体感温度が６度
上昇するとのことです。これから先は、大衆魚と
言われてきた「サンマ」や「ホッケ」が高級魚と
なり、旬の味覚として味わえなくなるのではと心
配しています。ちなみに業界では、「新サンマ」が
今年とれたもので、それ以外は海外からの輸入も
のや前年にとれた冷凍ものと覚えておいて間違い
ないとのことです。もう１つ、銚子はナマの近海
マグロが水揚げされます。冷凍されずに水揚げさ
れるので、別格の味わいがあります。機会があれ
ば是非お勧めです。

④趣味
　『スポーツ観戦』～メジャーリーグ、バスケット
ボール、ゴルフ、アメリカンフットボール等。BS
放送に日々感謝です。
　『食べ歩き』～職業柄、単身赴任生活が長い影響
もあり、楽しみとしていつの間にか始まっていた感
じです。先程、魚の話をしましたが、つくば市役所
支店時代は、「ラーメン」と「スイーツ」にはまり
ました。
　野球をやっていた時期は、全国大会等で国内各所
をめぐってきましたが、これから先は、ゆっくりと
自分のペースで『旅行』を楽しみたいと考えていま
す。

　取り留めのない話でまとまりませんが、以上「イ
ニシエーションスピーチ」として私の経歴を簡単に
話させていただきました。
　水戸南RCに入会しまして、地域に貢献する大切
さを改めて感じております。
　今後ともよろしくお願い致します。ご清聴有難う
ございました。
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が過ぎました。
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町出身のＡ型おうし座です。
　私の名前なんですが、父が大の野球好きでジャイ
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れました。「タツロウ」と読むところ、父の名「ア
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スに週３回お世話になっていますが、健康で健在で
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います。家内は実家におり、単身赴任中です。単身
赴任は、足掛け13年目に突入しました。
　学歴は、吉田幼稚園、吉田小学校、緑岡小学校
（４年生の時に転校）、緑岡中学校、水戸一高、茨
城大学とすべて水戸市内で学校生活を送りました。
　平成元年に、常陽銀行へ入社。

②野球人生
　近所のワルガキだったのを父が見かねて、父の知
人が監督を務めるリトルリーグへ入部させられたの
が小学５年生。本格的に野球を始めました。当時は
丸坊主になるのがイヤで抵抗したのを覚えていま
す。水戸の駅南で活動する水戸リトルタイガースと
いうチームだったのですが、そこの先輩に千波支店
の前支店長の西脇さんが絶対エースとして活躍して
いました。また当時、後にプロ野球の西武、巨人、
楽天の監督等で活躍したデーブ大久保さんも、他
チームから移籍してきたのでバッテリーを組んで

いました。
　中学でも野球部に入部。１つ上の学年は強く、後
に茨城東高校で甲子園に出場し巨人に入団した加茂
川投手が活躍していました。当時はファーストを
守っていました。
　高校入学も２年生時はファースト、新チームから
投手。高校３年の夏の大会は、ベスト８をかけて、
全国優勝した取手二高とぶつかり９対２で敗戦。高
校生相手でしたが、まるで社会人のチーム相手に投
げているような感覚だったのを覚えています。現
在、常総学院で監督をされている佐々木監督、土浦
日大の小菅監督は、取手二高の全国優勝メンバー
で、お二人とも下位の打順だったにもかかわらず、
気持ちよく打たれたのを鮮明に覚えています。
　当時の野球部メンバーとは５、６年前から、夏の
大会で集まるようになりました。みんな姿は若干変
わりましたが、酒を呑みながら昔話に花を咲かせて
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ません。教員となって野球部の監督、とも考えた時
もありましたが、教員の採用枠が激戦で１名とか
だったので断念、と言えば聞こえはいいのです
が、就活の楽な道に進み、現在に至っています。
　銀行では、初任店の千波支店を皮切りに、多賀、
大洗、ひたちなか東エリア、赤塚、水戸西エリア、
見和、利根、植田、つくば市役所、銚子、大みか支
店と12か店を経験しました。
　そして、今年の２月にまた、千波支店の辞令を貰
い現在に至っています。
　銀行員は転勤が多いから大変とよく言われます
が、逆に言えば自分の知らない土地を知る様々な機
会に恵まれると前向きに考えています。社会人にな
るまでずっと実家暮らしだったので、最初の転勤は
抵抗がありましたが、ある先輩から「こんなすばら
しい機会はないだろう」と諭され、それ以来、結構
楽しんで転勤生活を満喫しています。
　自分としては、海沿いの支店を多く経験したこと
が財産となっています。北からいくと、メヒカリの
植田支店、タコ、シシャモの大洗支店、サンマ、サ
バ、マグロの銚子支店と海産物の町の支店に勤務し
ました。「食」に関しては、大洗支店で魚が好きに
なり、銚子支店で更に深まった気がします。特に銚
子支店では、水揚げ量８年連続日本一の銚子漁港が
あり、地元でしか味わえない新鮮なものを食べるこ
とができました。今が旬のサンマですが、みなさん

ご存知のとおり、年々水揚げが減少しています。
公海での中国、台湾船による乱獲と、温暖化によ
る海流の変化から、日本近海に魚が回遊しづらく
なっているのが原因とのことです。海水が１度上
がると、魚にとっては人間で言う体感温度が６度
上昇するとのことです。これから先は、大衆魚と
言われてきた「サンマ」や「ホッケ」が高級魚と
なり、旬の味覚として味わえなくなるのではと心
配しています。ちなみに業界では、「新サンマ」が
今年とれたもので、それ以外は海外からの輸入も
のや前年にとれた冷凍ものと覚えておいて間違い
ないとのことです。もう１つ、銚子はナマの近海
マグロが水揚げされます。冷凍されずに水揚げさ
れるので、別格の味わいがあります。機会があれ
ば是非お勧めです。

④趣味
　『スポーツ観戦』～メジャーリーグ、バスケット
ボール、ゴルフ、アメリカンフットボール等。BS
放送に日々感謝です。
　『食べ歩き』～職業柄、単身赴任生活が長い影響
もあり、楽しみとしていつの間にか始まっていた感
じです。先程、魚の話をしましたが、つくば市役所
支店時代は、「ラーメン」と「スイーツ」にはまり
ました。
　野球をやっていた時期は、全国大会等で国内各所
をめぐってきましたが、これから先は、ゆっくりと
自分のペースで『旅行』を楽しみたいと考えていま
す。

　取り留めのない話でまとまりませんが、以上「イ
ニシエーションスピーチ」として私の経歴を簡単に
話させていただきました。
　水戸南RCに入会しまして、地域に貢献する大切
さを改めて感じております。
　今後ともよろしくお願い致します。ご清聴有難う
ございました。
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イニシエーションスピーチ丸尾浩史会員

11月誕生日を代表して、二川会
員がご挨拶

親睦の時間「11月誕生祝」

イニシエーションスピーチ細谷達朗会員

本日の食事です

ロータリーの時間「会員増強について」
奈良会員増強委員長とアドバイザーの
大原会員

水戸市から表彰状を頂きました

幹幹 事事 報報 告告

RIテーマ：ロータリーは世界をつなぐ

地区スローガン／人、学びて更なる奉仕
クラブ会長方針／心に寄り添う魅力あるクラブ

水戸南
　 ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

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：長洲雅彦　副委員長：郡司恵一郎　アドバイザー：松本隆史　委員：軍司　由佳、川上　正一

●会　長　小路　　實　会長エレクト　志村　　保
●幹　事　深谷　　智　副会長　　　　篠原　　勉
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　小川　啓子

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

１

２

３

４

会員の皆様へ
本日はこの何週間か「我が水戸南RC活性化」の為
にやかましく、告知をさせて頂き、若い会員を中心
に多くの皆様にお手伝い頂きました。そして何より
も第2840地区PDG田中久夫様にご協力を賜り、
大いなるヒントを頂く為にお越しいただきました。
時には真面目なトーンで酒を酌み交わすのもいい
のではないかと思っております。是非、うまい酒
を酌み交わしましょう。宜しくお願い致します。

11月23日（土・祝） おひさま食堂が開催されました
双葉台市民センター＆千波湖ラーメンまつり
参加者（敬称略）
原口一吉、石井浩一、兼子充裕、小泉正史、
小路　實、久保田規子、長洲雅彦、奈良早苗、
根本祐次、櫻井盛二、島根昌明、鈴木憲一、
及川　譲、宇留野秀一、上野義哉、米田英雄、
深谷　智　　　　　　　　　　　　　　　（17名）

12月２日㈪ 第６回定例理事会
理事会 18:30～　水戸プラザホテル２Fメロディールーム
忘年会 19:30～　和食よし川　会費8,000円
出席者　理事、役員（メークアップ扱いとなります。）
※今回は忘年会の為、メークアップを予定している方
は11月中に、深谷幹事の電話 090-1427-8376、
又は、メール llsclub@max.hi-ho.ne.jp まで、ご
連絡ください。

12月11日㈬ 1－3奉仕研究会
中川楼　勉強会 18:30～　懇親会 19:00～
出席者　1－3奉仕研究会会員
※メークアップ扱いとなります。

次回例会日程
12月６日㈮　12:30～　水戸プラザホテル

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈それでこそロータリー〉
 3. ビジター・ゲスト紹介　
 4. ロータリーの時間
「田中久夫パストガバナーを迎えて」
 小路　實会長

 5. 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）

 6. 幹事報告
 7. 卓話「会員増強について」

 田中久夫RI第2840地区パストガバナー
 （高崎RC）

 8. 田中久夫パストガバナーを交えての懇親会
 乾杯 小路　實会長

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

11月第５例会プログラム
2019年11月29日（金）

■財団BOX（11月22日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金 ポリオプラス(第10回)

$100　10,800円(累計$16,000)
石川啓司会員……財団の友献金(第７回)

$100　10,800円(累計 $5,700)
櫻井盛二会員……財団の友献金 ポリオプラス(第５回)

$100　10,800円(累計 $5,500)
粂田信行会員……財団の友献金 ポリオプラス(第１回)

$100　10,800円(累計 $5,100)
太田聖史会員……財団の友献金 ポリオプラス(第８回)

$100　10,800円(累計 $3,800)
小泉正史会員……財団の友献金 ポリオプラス(第10回)

$100　10,800円(累計 $1,000)
上野義哉会員……財団の友献金 ポリオプラス(第５回)

$100　10,800円(累計 $500)

この計　　　７件　　　$700　　　75,600円

■米山BOX（11月22日（金）扱）
櫻井盛二会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計620,000円)
太田聖史会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計270,000円)

この計　　　２件　　　20,000円 Vol.47  No19（第2217）－１
2019年（令和元年）11月29日（金）

長谷川國雄会員…

深谷　智会員・高柳益美会員
　　　　　　……

市毛純一会員……
松本隆史会員……
米田英雄会員……

水越光男会員……
原口一吉会員……
太田聖史会員……
櫻井盛二会員……
石川啓司会員……

この計　　　11件　　　33,000円

■会員メークアップ
11/14　　 笠間RC　　太田聖史
11/16　　 地域財団セミナー　　　　　　長谷川國雄
11/17　　 メジャードナー顕彰午餐会　　長谷川國雄
11/17～19　第48回ロータリー研究会　　　長谷川國雄
11/18　　 水戸さくらRC　　市毛純一
11/19　　 水戸RC　　宇留野秀一
11/19　　 北海道2500REC　　野口英壽

前　週訂正出席率67.06％
前々週訂正出席率69.32％91名 48名 43名 56.47％11月第４例会（11月22日）

出席状況
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■ニコニコBOX（11月22日（金）扱）
ロータリー研究会に出席して、マローニーRI会長
より会員増強を依頼されました。

細谷会員、丸尾会員イニシエーションスピーチ頑
張って下さい。
今日は雨の例会ですね。
11月誕生の皆様おめでとうございます。
11月誕生日の皆様おめでとうございます。ラー
メンまつり開催中なので、ラーメン食べに来てね！
久し振りなので！！
今日も全ての事に感謝します。
寒いですね。
本日は“良い夫婦の日”です。
熱燗が恋しい季節になりましたね。昨日も東京で
居酒屋に入ってしまいました。

11月第４例会　11月22日（金）

水戸西RC　黒木雅宏会員
■ビジター

ロータリー財団月間

【訂正】
11月22日㈮週報に掲載の1－3奉仕研究会（11/13）
参加者に、久保田啓藏会員、岡村太郎会員がぬけてお
りました。訂正し、お詫び申し上げます。


