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１１月はロータリー財団月間
例会報告

VOL.５９ No. ５ (No.2652) １０月２７日(水)曇り (司会 齋藤政博委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎新会員卓話
稲葉英一郎会員 中嶋利成会員

ビジター
茨城ロータリーＥクラブ

徐 佳鋭様

誕生祝

≪８月会員≫山中弘樹会員

幹事報告

鈴木茂徳幹事

週

助成金

≪８月ご夫人≫山中会員

報

なし

例会変更

なし

茨城ロータリーＥクラブ 徐 佳鋭様
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会長挨拶

倉持功典会長
皆さん、こんにちは。
10 月最終の例会となります。
茨城ロータリーE クラブ創立会長で 2820 地区クラブサポート委員の徐佳鋭さん、私
たちのクラブにお出でいただきましてありがとうございます。会員一同歓迎申し上げ
ます。
E クラブは、オンラインで例会を開くクラブで、茨城ロータリーE クラブは、水戸西ロー
タリークラブがスポンサークラブで、私たちのクラブは支援クラブとなっております。

さて、13 日のガバナー公式訪問では、長時間にわたりお疲れさまでした。当日は、天候が危ぶまれまし
たので、SAA の小林委員長が機転を利かせて、集合写真撮影時の踏み台の準備もしていただいておりま
した。幸いにも報国寺さん本堂の階段で無事に撮影することができました。また、クラブ協議会で、各委員
長さんには工夫を凝らした報告や質問をしていただき、ありがとうございました。
新井ガバナーは事前打ち合わせの時に現況報告書は読んできたので読み上げないでほしいとのことでし
たが、鋭い指摘もあり、ほんとうにしっかり目を通していただいたと実感いたしました。
また、委員長さん以外で最後まで残っていただいた会員の皆さんにも感謝申し上げます。必ず今後のロ
ータリー活動に生かされることと思います。そして、北村パストガバナーと当時の地区幹事であります松坂
会員には最後まで見守っていただきました。おかげ様で、何とか無事に終えることができました。ありがとう
ございました。
これで気を抜くことがないように今後のクラブ運営に励みたいと思います。
本日のプログラムは、中嶋会員、稲葉会員の卓話です。何度も休会になってしまい、だいぶお待たせして
しまいましたが、今日は思う存分にお話しください。よろしくお願いいたします。

会員卓話
中嶋利成会員
先ずは、自己紹介より。私は中嶋 利成（なかじま としみち）と申します。
昭和４６年（西暦で申し上げましと１９７１年）３月１６日に生を受けました。
現在は石岡市になってしまいましたが、新治郡八郷町加生野にて育ちました。皆
様には馴染みがないと思いますので、どの辺りかと申しますと、茨城県が運営い
ておりますフラワーパークの近隣です。山間にある発展しなかった町です。茨城
生まれの茨城育ちです。
さて、茨城県は数々の日本一を有しております。アクアワールド大洗のサメの飼育種類、栗の収穫量、青銅
製の立像として世界最大の牛久大仏、出荷量のメロン、製成数量のビール、奥日立のわくわくスライダーは
長い滑り台、レンコンに至っては出荷産出額とも、芝の生産、下館祇園祭りの平成神輿は最重量、産出額
の干し芋、作付け面積出荷量のピーマン、陸稲の収穫量、白菜の収穫量、作付面積収穫量のレタス、収穫
量の夏ネギ・水菜・チンゲンサイ、鶏卵の生産量等々その様な茨城県は魅力度ランキングがまた最下位に
なってしまいしたが、日本一がたくさんある良いところと思います。
そのような茨城県にあって、私の出身地には、北条米に劣らぬ八郷米と皆様もご存じの献上柿がございま
す。米は私が語らぬもがなで、本日は献上柿についてお話したいと思います。
献上柿とは何なのか？由来は、皇室への献上をする富有柿のことです。富有柿は元々和歌山県や岐阜県
で発祥したとされておりますが、茨城県では歴史が浅く昭和初期から栽培が始まりました。その後努力を続
け、昭和３０年に全国の品評会で上位を獲得し、本多氏が私的に皇室への献上を続け、地域の事業となり
現在に至ります。地域住民の中では、陛下が柿が食べたいと言ったときに、側近の者が、茨城においしい
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柿がありいち早く献上できたことから献上柿という名の由来になったとも言われています。
富有柿は、現在日本では最も多く生産されている柿です。完全甘柿で果実は丸に近い四角、果皮はすべ
すべして光沢があり、果肉は繊蜜でとろけるような柔らかさがあり、甘味があり果汁が多いのが特徴です。
ちなみに、富有柿は西日本で多く生産され茨城県が北限とされているようで、全国で１０位にも入っており
ません。
私自身もまだ若輩者で、地元のことをよく理解しようとも思っておりませんでした。しかし、国際化が進んで
いる中で、地元のことを理解していない、自国のことを理解していないことではいけないことを、最近痛感し
今後は理解を深めていかなければならないものと考えております。
以上、自己紹介並びに出生地の特産についてでした。

稲葉英一郎会員
自己紹介
氏名：稲葉 英一郎
職業

（株）稲葉燃料

株式会社稲葉燃料・常総ガス

専務取締役

資格

社会保険労務士

趣味

読書、クレー射撃、サウナ

好きな言葉

過去に囚われることなく、
未来を恐れることなく

• 設立

行政書士

昭和27年10月

• ガソリン､灯油､軽油､農耕油､Ａ重油な
どの卸･小売、米小売、選挙カーのレ
ンタル
• LPガス(プロパン､オートガス)､住宅設
備機器、管工事､太陽熱機器などの卸･
小売

業界の厳しい先行き

ミャンマー連邦共和国
における取り組み

• 脱炭素の流れ

• 先代、稲葉茂がインパール作戦に従事

• 直近3年間では、1日平均1.7カ所の給油所が廃業・撤退に

• ミャンマーへ慰霊訪問、日本人墓地へ
の墓参、小学校への学用品の寄付、消
防車の寄付など

• 「消化試合」のごとく仕事に取り組む人、諦めて廃業する人
• 一緒に取り組む仲間はなくならない

協同組合を設立
• 「ミライ自動車整備協同組合」の設立
• 外国人技能実習生、特定技能の監理団体、登録支援機関
• 外国人材の受け入れ、各企業に技能実習の適正な実施の確認や指導
• ミャンマーのネットワークを生かして

出席報告

斎藤広巳委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５０名

３３名

１６名

１名

１２名

９１．８４％

4

１１月はロータリー財団月間
ニコニコボックス

小林聡司委員長

入金額

18,000 円

累計

549,000 円

誕生祝御礼≪会員・ご夫人≫山中会員
ガバナー公式訪問では大変お世話になりました。おかげさまで無事終了しました。
ガバナー訪問終わりました。

倉持会員

鈴木(茂)会員

稲葉さん、中嶋さん、卓話楽しみにしてます。徐さん、ようこそ!!

石井会員

国内ではコロナの感染者が急に減少してきましたが、ワクチンだけが理由でしょうか?日本人の国民性でし
ょうか?何れにしても今日が皆様にとって良い日になりますように!!
同好会ゴルフコンペ参加しました。

青木(正)会員

斎藤(広)会員

皆さん、選挙に行きましょう!稲葉さん、中嶋支店長、徐さん、卓話楽しみです!
会員卓話よろしくお願いします。

雨谷会員

ガバナー公式訪問お疲れ様でした。

淀名和会員

中嶋さん、稲葉さん、卓話よろしくお願いします。

河合・中山

各会員

寒くなりました。稲葉会員、中嶋会員、卓話宜しくお願い致します。
卓話させて頂きます。よろしくお願い致します。

五味会員

稲葉会員

お恥ずかしい卓話となりますが、温かい心でご対応願います。

会報委員会

北村(英)会員

河合恒芳委員長

中嶋(利)会員

中嶋利成副委員長

2012－13 年度 日本から三人目の国際ロータリー会長が就任

1982－83 年度に、向笠廣次（むかさひろじ）氏が国際ロータリー（ＲＩ）会長に就任して以来、日本人がＲＩ会
長に就任することはありませんでした。30 年ぶりに誕生した日本のロータリアン待望のＲＩ会長が、田中作次
（たなかさくじ）氏です。田中氏が掲げたＲＩテーマは「奉仕を通じて平和を」。田中氏は「自らの国の軍国主
義の結末を経験した私たちの世代は、日本が平和を選ぶ大きな決断をした結果、目覚ましい経済発展を
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遂げていくのも目にしました」と述べています。田中氏は「ロータリー世界平和フォーラム」を、ベルリン、ホノ
ルル、広島の 3 か所で開催し、ロータリアンが平和について考える機会をつくりました。また、アフリカをはじ
め世界の各地を積極的に訪問し、ロータリーの奉仕の成果について自分の目で確かめ、世界中のロータリ
アンに情報発信しました。

2013 年 5 月 17～18 日 「ロータリー世界平和フォーラム広島」開催

2012－13 年度国際ロータリー（ＲＩ）会長の田中作次氏は、ＲＩテーマを「奉仕を通じて平和を」として、ロータ
リアンに「平和」について考え、活動するよう奨励しました。その一環として、ベルリン、ホノルル、広島の 3 か
所で、平和をテーマとしたＲＩ会長主催会議「ロータリー世界平和フォーラム」を開催しました。広島では「平
和はあなたから始まる」のもと、ロータリアンと新世代がさまざまな角度から平和について学び、考え、意見
交換をしました。

＊ロータリーの友より

日本のロータリー・・・・そのとき 「国内ロータリーを写真で振り返る」より
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