
 

本日のロータリーソング 「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 集いし友よ  御国に捧げん  

我等の生業  望むは世界の 久遠の平和  

めぐる歯車  いや輝きて  永久に栄えよ  

我等のロータリー ロータリー 

本日のロータリーソング「四つのテスト」  

1.真実かどうか 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 

 

2018年 10月 23日発行                         第 2869回例会 

 
―本日のプログラム― 

経済と地域社会の発展月間に因んで～ 招待卓話 茨城新聞土浦支社長 

 

―次回以降のプログラム―     

10/30 新会員卓話 西村秀明君 

11/6 祝事、ロータリー財団月間 ロータリー財団 中嶋委員長 

 11/13 クラブ協議会、夜間例会 於・松泉閣 

 11/20 クラブ創立記念（11/25） クラブフォーラム 永年会員（小野瀬君、毛利君、池田君、倉沢君、小島（孝）君、

若井君、渡利君） 創立６０周年に因んで思い出話をして頂く 

 11/27 ガバナー公式訪問 於：松泉閣 

 

第 2868 回例会記録（2018 年 10 月 16日開催）  
 

点鐘・ソング 阿部会長 ・ それでこそロータリー 

会長報告 

阿部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・先週は例会を欠席致しまして申し訳ございません 

でした。池田副会長に代理をお願い致しましたが 

週報を見ましても大変良い例会だったようで、私も 

是非参加していたかったと思いました。代役本当に 

ありがとうございました。 

・10/14(日)のふれ愛広場には足元の悪い中、糸賀 

社会奉仕委員長をはじめ沢山の会員の方々にご協力頂き有難うございました。お

蔭様で￥48，401の売上があり、全額社会福祉協議会に寄付して参りました。 

・都道府県魅力度ランキングで茨城県は６年連続最下位でしたが、大井川県知事は今

年の４月から力を入れているからこれからが楽しみという話をされています。ちな

みに１位が北海道、２位が京都府、３位が東京都、４位が沖縄県、５位が神奈川県とな

っております。北関東では群馬県が４２位、栃木県が４４位、共に前年から順位をひと

つ下げました。市町村別では１位が函館市、２位が京都市、３位が札幌市、５位が小樽

市、６位が神戸市、７位が富良野市、８位が鎌倉市、９位が金沢市、１０位が仙台市とな

っており、水戸市が１３２位で県内最高位だそうで、龍ヶ崎市はあるかわかりませんで

した。 

・本日のプログラムは嶋田君の新会員卓話です。よろしくお願い致します。 

・持ち回り理事会で小野瀬君の出席免除について承認頂きました。 

・前年度の理事会を例会終了後に開催いたします。 



幹事報告 

小島（律）幹事 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

坂本委員 

 

 

 

 

 

 

クラブ親睦委員会 

大貫委員長 

 

米山記念奨学会 

大竹委員長 

・例会変更： 水海道ＲＣ １０/３１(水)休会 

・回覧：   市内一斉掃除 11/4(日)県南水道集合 ８時より 荒天の場合中止 

たつのこ杯柔道大会 11/11(日) ９時開会式 龍ヶ崎市総合体育館 

（両日ともにメークアップ） 

 

 

会員数３７名、出席数３１名                      出席率：   83.78％ 

                          先々週の訂正出席率：  94.59％ 

欠席： 小野瀬君、石嶋君、関野君、岩田君、寺田君、伊東君 

メークアップ： ふれ愛広場バザー（阿部君、小島（律）君、小島（孝）君、中嶋君、佐伯君、 

糸賀君、山崎君、沼野君、工藤君、岩田君、菊地君、伊東君、倉沢君、 

杉野（訓）君、池田君、諸岡君、大貫君、若井君、関口君、杉野（美）君、 

荒井君、渡利君、大竹君、西村君、毛利君） 

  

・本日例会終了後に親睦委員会を行いますので、委員の方はご協力をお願い致しま

す。 

 

・１０月は米山月間でございますので、特別寄付へのご協力をよろしくお願い致しま 

す。 

 

 

新会員卓話  「茨城県庁勤務時代の貴重な体験と人との出会い」       嶋田 一郎 君 
  

○入会させていただいたことへのお礼 

  ５月に入会いたしまして、はや半年が過ぎようとしております。 

  改めまして、入会を認めていただきましたことにお礼を申し上げますと 

共に、今後ともご指導・ご鞭撻をいただきますようお願い申しあげます。 

 

○自己紹介 

  生まれ育ちましたのは土浦市の田村町というところで、現在のかすみがうら市に近い農村集落でございま 

す。 

 両親の代まで専業農家でございまして、私は農家の長男ということなのですが、小さい頃身体が弱くて、

百姓をしないなら勉強して高校、大学へと行けということで進んで参りました。 

 

○茨城県庁勤務時代の体験と人との出会い 

  昭和５５年に茨城県庁に採用されまして、６０歳定年を迎えるまで３７年間勤務させていただいたわけですが、

その中で特に印象に残った仕事と、そこでの人との出会いということについて、少しお話をさせていただき

たいと思います。 

 

 1.茨城県港湾振興室（入庁５～８年目、昭和６０年～平成元年） 

   皆様方にはあまり馴染みはないかもしれませんが、茨城県には「港」がございます。特に、常陸那珂海浜

公園の先にある常陸那珂港区につきましては、平成元年に建設に着手して半分くらいが出来ていますが、

私が県庁に入った時には影も形もございませんでした。 



   当時、茨城県としましてこの常陸那珂港を運営するノウハウを学ぶために、職員を数名、横浜市に１年間

研修に行かせようということになりまして、白羽の矢が当たりましたのが私でございました。 

   横浜での１年間は３０歳前でございましたので、アフター５も含めて楽しく過ごさせていただきました。 

   研修から帰りまして、港湾振興室という新しい組織に配属になり、茨城の港のパンフレットを持って、茨城

県内、栃木県、群馬県、福島県などの輸出入等（船で貨物を輸送する）会社を訪問して、「茨城の港を使って

ください。」とお願いをするという、まさしく民間企業のセールスに近い仕事をしました。 

   この当時の室長さん、それから係長さんに出会えたことが、県庁職員としてターニングポイントでござい

ました。 

   室長さんには厳しい指導をいただいたのですが、人情味がありまして、仕事の仕切り方、これが感心する

ほどうまい方でした。また、係長さんに公務員としての仕事のイロハを徹底的に仕込んでいただきまして、

お二人のおかげで私の仕事の進め方の基本が出来上がっていったというわけです。 

   仕事上の父親や兄に相当する方に出会えたわけで、大変な幸せなことでありました。お二人とは今でも

お付き合いをさせていただいております。 

 

 ２.結城市助役・副市長（入庁２５～２７年目、平成１８年～１９年） 

   また、県庁以外で仕事をするという意味で大変貴重な経験となりましたのが、あの重要無形文化財の結

城紬の産地である結城市の助役・副市長を務めさせていただいたことでございます。 

   私が仕えました当時の市長さんが、人としての有り様といいますか、覚悟の仕方が素晴らしい方でござ

いました。 

   市長さんはとにかく職員の話をよく聞く、聞いた上で大抵のことは職員のやりたいようにさせ、どうして

も駄目な場合には、穏やかな落としどころを見つけながら、説得をしていくという仕事の進め方をされた

方でした。 

   また当時、工業団地の造成を進めるか、止めるか判断が大変難しく、最終判断をお伺いしたところ、「前

に進むのも地獄、引くのも地獄であれば、私は前に進む地獄を選びます。」と明言されたことが強く印象に

残っております。 

   この市長さんのようになりたい、少しでもそうなれればという思いで日々過ごしていきたいと今も思っ

ているところでございます。 

   

 ３.終わりに 

   常総市の鬼怒川が決壊した水害の際には、海老原君(済生会病院 院長)に大変お世話になりました。あ

の時は病院も被災して床上・床下浸水が沢山あり、現地の保健所も駄目になったため県庁も対応が難しく

なりましたが、その医療関係に関する全体調整を海老原院長にして頂いて大変助かりました。 

   本日は、私のつたないお話をお聞きいただき、誠にありがとうございます。私としましては、皆様方のお

話をたくさん聞かせていただきたいと思っております。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

********************************************************************** 

１０月～経済と地域社会の発展月間に関するＷｅｂ記事より～ 

安心安全な街づくり ～スマホを活用した徘徊高齢者の捜索 投稿日: 12/21, 2017  

寄稿者：浜本博志（大津中央ロータリークラブ） 

「全国で１万５千人を突破」 この数字を見て何の人数だと思われましたか？これは 2016年に認知症等によ 

る原因で行方不明になった人の全国総数です。警察庁が、認知症が原因と思われる行方不明者の統計を開始し



 

ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

た 2012 年から、毎年その人数は増え続けており（2012 年は 9,607 人、2016 年は 15,432 人）、この 5 年間で 1.6

倍に達しました。世界的に見ても稀有である「高齢化社会：日本」を象徴しているともいえます。 

私の暮らす滋賀県でも、昨年こんな事がありました。軽度の認知症だった高齢男性が、行き慣れた診療施設に 

行くといって、自転車で出掛けたまま行方が分からなくなったのです。ご家族や関係者の方々は、色々な手を尽

くして探しました。もちろん SNSなどでも呼びかけましたし、警察や公的機関なども捜索しました。しかし、最終的

には、15km も離れた場所で亡くなられた後に見つかるという悲しい結果となったのです。 

そんなこともあって、私が所属する大津中央ロータリークラブでは、昨年から『安心安全な街づくり』の取り組

みを始めました。昨年は、認知症等の徘徊高齢者に対象を絞って『徘徊高齢者の捜索実証実験』を実施。これは、

ビーコンという発信機と、これを検知するためのアプリをインストールした市民のスマホを活用して、行方不明者

を探し出すというシステムの実験です。地元企業である株式会社ナスカが開発し、現在実用化が進んでいます

（http://www.mitukete.net/）。実証実験には、地元自治体や警察機関などからも参加していただき、その有効性

を実感できる成果をあげました。 

そして今年 11月25日には、捜索対象を高齢者だけではなく、子供にも広げて、実証実験事業を実施しました。 

同日にステージイベントやマルシェも開催し、高齢者のいるご家族だけではなく、子供をもつ親や、地域住民の

方々にも多く参加してもらいました。参加者からは「このようなシステムが広く世間に認知されれば、本当に安

心な街になりそうだと実感した」という声も聞かれました。今後は実証実験だけではなく、自治体と協力し、市

内各地区で、このシステムや認知症への理解を深めていくための普及・講演活動に力を入れていき、実用化へ

つなげていければと考えています。 

また地元のマスコミからも多く取り上げていただきました。日本のロータリーは、従来の活動に加えて、これか 

ら迎える『超高齢化社会』への備えが必要であるだけでなく、希薄になりつつある「地域コミュニティー」の再構

築につながる活動にも、世界に率先して貢献する時がきているのではないかと考えています。 

 

   

 

通常例会を欠席される方は当日午前 10時までに若井副ＳＡＡ（電話090-9645-0555）に必ずご連絡ください。 

 

ＲＩ第 2820地区・第 7 分区  竜ヶ崎ロータリークラブ   URL: http://ryugasaki-rc.org/ 
☆例会日：火曜日・12：30～13：30               ☆会長・阿部孝義  ☆幹事・小島律子  ☆ＳＡＡ・滝澤健一 

☆例会場：常陽銀行竜崎支店２階   〒301-0011 龍ヶ崎市横町 4209      電話 0297-62-2112  

￥3,000 

糸賀君  ふれ愛広場バザー参加と品物の提供ありがとうご

ざいました。おかげさまで売上げが 48,401 円でし

た。 

倉沢君  ふれ愛広場のバザーで女性の方々が、同世代の方

より生き生きとしていました。 

￥２,000 

阿部君  ふれ愛広場バザー参加ありがとうございました。 

糸賀委員長、大変ご苦労様でした。 

池田君  週報に写真が載りました。先日の社会奉仕では岩田 

君にお世話になりました。 

山崎君  週報に写真が載りました。早退します。 

大竹君  週報に写真が載りました。ふれ愛広場で小島律子君 

にバナナをご馳走になりました。 

杉野（訓）君 今回のふれ愛広場では薬剤師会のお薬相談と重な

りロータリーには朝と店じまいの時しか顔を出せま

せんでした。昨年はけいれんを起こされた方を菊地 

先生が「神対応」しましたが、今年の私は「キセル対 

応」でした。 

海老原君 結婚祝いのお花ありがとうございました。 

坂本君  先週色々休みました。 

￥１,000 

荒井君  週報に写真が載りました。 

小島（孝）君 週報に写真が載りました。 

渡利君  週報に写真が載りました。 

島倉君  先週健診で欠席しました。 

工藤君  早退します。 

佐伯君  早退します。 

関口君  早退します。 

杉野（美）君 遅刻致しました。 

大貫君  遅刻しました。 

西村君  遅刻しました。すみません！ 

 

 

 

 小計     １９件 ￥   ３０,０００ 

累計    ２２３件 ￥   ６５１,５００ 

 

http://ryugasaki-rc.org/

