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会員の皆様、こんにちは。 
新型コロナウイルス感染症の蔓

延防止のため例会は４月より休会

としておりますが、4 月より交代会

員で入会されました 4 名の方の入会式を行います。

新しく会員になられた皆様におかれましてはどう

ぞよろしくお願いいたします。 
例会につきましては、理事会で審議したところ、

東京都の緊急事態宣言の解除を目安として再開を

目指すこととなりました。新型コロナウイルスは

第４派の流行はすさまじく、変異型ウィルス感染

の拡大も全国に広がっていると報道されています。 
会食の方法の問題より、人流を抑えることしか

対策ができないと専門家会議からは指摘されてい

ます。日立港ロータリークラブといたしましても

感染の拡大防止の観点から、5 月は活動を自粛し

て安全を優先していきたいと思います。 
会員の皆様におかれましてはご理解ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 
 

 

開会点鐘  小泉浩一 会長 
国歌斉唱  「君が代」 
R ソング  「奉仕の理想」 
唱和    「四つのテスト」 
 
本日はいらっしゃいません。 

今週の会場の花 

¨ひまわり¨ 

花言葉：崇拝 

 
 

神山靖基さん（ 4 日） 
山口彰二さん（ 5 日）  
小松弘二さん（ 8 日） 
金村吉晃さん（15 日） 
小泉浩一さん（30 日） 

 
 
山口彰二さん（ 7 日） 
平田伸一さん（11 日） 
平元淳治さん（13 日） 
金村吉晃さん（27 日） 
塙 宏之さん（29 日） 

 
 
三田寺清さん（24 日） 
鈴木崇久さん（28 日） 
古川英希さん（31 日） 
 
 
 
笹尾 光さん（ 1 日） 
古川英希さん（ 3 日） 
勝山起一さん（ 4 日 
太田秀夫さん（ 6 日） 
小松弘二さん（10 日） 
照沼明美さん（11 日） 
米山記念奨学生委嘱状の交付 

2021 年 4 月 1 日から

2022 年 3 月 31 日まで、当

クラブは、米山記念奨学生

の世話クラブに、また、太

田秀夫会員は、同カウンセ

ラーに委嘱されました。 

国際ロータリー   第２８２０地区（茨城）   第１分区   日立港ロータリークラブ週報 

■ 事務局  日立市大みか町 2-28-5 渚会館  TEL 0294-53-6411 

■ 例会日  毎週木曜日  12:30～13:30 

■ 例会場  美かの    日立市大みか町 6-14-12 

５月は青少年奉仕月間です 

例会報告 

2021.5.13 

第 1972 回例会 

会長挨拶       小泉浩一 会長 

本日のビジター紹介    今野紀仁 親睦活動委員長 

今月の誕生日祝い     今野紀仁 親睦活動委員長  

 

 
会長 小泉浩一  会長ｴﾚｸﾄ 佐藤邦裕  幹事 内山庄栄 

2020－21年度ＲＩ会長 ホルガー・クナーク（ドイツ：ヘルツォｰｸﾄｳﾑ･ﾗｳｴﾝﾌﾞﾙｸﾞ･ﾒﾙﾝ･ＲＣ）第２８２０地区ガバナー池田正純 （牛久RC） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

4 月の誕生日祝い     今野紀仁 親睦活動委員長 

4 月の結婚記念祝い    今野紀仁 親睦活動委員長 
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本日の食事メニュー：持ち帰り弁当 
 
 
【ご芳志を頂いた方からのコメント】 
●小松弘二さん…84 歳になりました。2000 回例

会までやってみます。（4 月誕生祝い） 
結婚はいつだったか覚えていません。文子（奥

様）とふたりで話したと思います。（5月結婚祝い） 
●山口彰二さん…64 歳になりました。健康に気を

付けて頑張ります。（4 月誕生祝） 
  きれいな花をありがとうございました。 

（4 月結婚祝い） 
●古川英希さん…結婚 20 年、56 歳になりました。

（4 月誕生祝い・5 月結婚祝い） 
●三田寺清さん…はや、74 歳。親父の歳に近づき

つつ、後期高齢者の一歩手前になっています。

まだ元気です。両親に感謝「ありがとう」の

一言です。家内にこれからもよろしくと心の

中で感謝です。（5 月誕生祝い） 
●笹尾光さん…お祝いのお花ありがとうございま

した！結婚 38 年！楽しくやって行きたいと

思っております。（5 月結婚祝い） 
●太田秀夫さん…何とか 43 年続いています。これ

からも二人、健康第一で歩みたいと思います。

（5 月結婚祝い） 
●照沼明美さん…5/11、25 年、銀婚式を迎えるこ

とができました。主人が計画して一泊旅行を

して来ました。フラワーパーク、牡丹園、つ

つじ園、全てお花づくしで癒されました。こ

れからも一年一年記念を大切にしたいと思い

ます。（5 月結婚祝い） 
●勝山起一さん…結婚して22年目になりました。

今も修行の道です。これからも精進いたします。 
（5 月結婚祝い） 

 
 
 
 

 
【受信書簡・メール】 
・会員基盤向上セミナー開催のご案内 
・5 月ロータリーレート 1 ドル=109 円 
・ロータリー「希望の風奨学金」ご支援お願い 
・みなみひまわり通信 5 月号 

【第 10 回理事会報告】 
審議事項 
1. 4 月度出席率   100.0%  （4/1 例会） 
2. 例会プログラムの変更 

5/13（木）内山庄栄君卓話 → 取りやめ 
3. 2021-22 年度役員、理事、委員長会議について  
4. 2020-21 年度会計決算について          
決算締め切り日 6 月 10 日（木） 
監査予定日 6 月 17 日（木）11 時～ 美かの 
岩田会計監査、鈴木起一副会計監査、会長、幹事、

会計、事務局 
6 月 24 日（木）決算報告（最終例会）平元会計 

5. 2021-22 年度 IM 開催について    
IM 実行委員会の立ち上げ 

6. クラブ 45 周年記念事業の開催について   
記念事業実行委員会の立ち上げ 

7. 2021 茨城県海岸美化プロジェクトについて 

審議結果 
第 1 審議：承認 
第 2 審議：承認、 追加 例会開催取りやめ 
5/20、5/27 例会 （東京都の非常事態宣言を考慮する） 
第 3 審議：承認 
第 4 審議：承認   
第 5 審議：開催場所については、候補会場の関係者

に打診する。（会長エレクト） 
第 6 審議：日立南RC 創立 60 周年記念事業開催は、

2022 年 5 月 22 日（日）、会場は天地閣。これを参

考に日程を調整する。開催場所については、候補

会場の関係者に打診する。（会長エレクト） 
第 7 審議：第 1 分区の実施場所は鵜の岬・川尻海岸

とされているが、地域海岸で実施することができ

るかどうか確認する（鈴木稔次期ガバナー補佐） 

その他 6 月 24 日（木）最終例会親睦ゴルフコン

ペは実施の予定。 

 
【米山委員会        鋤柄純忠 委員長】 

2020 米山奨学生だった李さんは 5 月に帰国す

る予定でしたが、新型コロナウイルス感染の影響

で帰国できないため、もう少し日本で勉強したい

と博士課程に進むことになりました。2～3 年ほど

日本に残る予定なので機会がありましたらお連れ

したいと思いますのでご報告します。 
【古川英希ゴルフ幹事】 

会員数 出席数 出席率 

39 25 69.44% 
出席免除者数 前回訂正 合計出席率 
4（本日出席1名） 11 100.0% 

委員会報告   

目標 1,507,000 円 

本日のご芳志  32,000 円 

    トータル  1,291,500 円 

出席報告           佐藤泰子 SAA 

にこにこ BOX 報告      佐藤泰子 SAA 

幹事報告              内山庄栄 幹事 
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氏   名   神山靖基（かみやま やすき）  

職業分類  電気技術研究 

勤 務 先  (株)日立製作所 日立研究所 

役    職   総務部長 

自    宅   日立市鹿島町 

氏   名   桑名智行（くわな ともゆき）  

職業分類   港湾運送 

勤 務 先  日立埠頭 (株) 

役    職   取締役総務本部長 

自    宅   日立市日高町 

6月6日（日）グランドスラムカントリークラブで親

睦ゴルフコンペを開催します。申込締め切りは5月20
日（木）です。私か事務局まで連絡願います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏   名   平元淳治（ひらもと じゅんじ）  

職業分類  地方銀行 

勤  務  先  (株)常陽銀行久慈浜支店 

役    職   支店長 

自    宅   ひたちなか市長堀町 
 

皆様、初めまして。（株）常陽銀

行久慈浜支長の平元と申します。 
 どうぞよろしくお願いします。

前任は霞ケ浦と北浦にはさまれ、

地形的には日立市に似た縦長の行

方市にある玉造支店に2年間勤務しておりました。 
この度、縁あって日立市の久慈浜支店勤務となりま

した。日立支店にもおりましたので日立市の勤務は2
度目ですが、久慈浜地区は初めてですので、一か月経

ち、ようやく頭の中で道などがつながってきました。

ロータリークラブの活動は玉造 RC に続き 2 度目で

す。「ロータリーは機会の扉をひらく」の言葉どおり、

ロータリーのつながりでお知り合いになる機会を与

えられました。これからお世話になると思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 

 
あらめまして、皆さん、こんにちは。ご紹介いただき

ました（株）日立製作所日立研究所総務の神山と申しま

す。先ほど紹介いただきましたとお

り、この3月まで日立RCに3年間

在籍させていただきました。実は

（株）日立製作所ではなく、三菱パ

ワー（株）の代表として加入させて

いただいておりましたので、7年間は三菱重工グループ

の社員として、日立市で宣伝させていただいておりまし

た。縁あって、また（株）日立製作所に勤務させていた

だくことになりました。2012年、当時（株）日立製作

所日立事業所に勤務していた時期に茨城キリスト教学

園近く、大みか町 6 丁目に住んでおりました。当時住

んでいた家の横を通って会社に通勤しています。皆さん

のお顔を見て、大みかの皆さんと楽しい思い出がたくさ

んできるのではないかととても喜んでいます。今後とも

よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 

 
皆さん、初めまして。日立埠

頭（株）の桑名でございます。

先ほどご紹介いただきました

が、私は水戸市で生まれ、水戸

市の高校を卒業し、（株）日立

製作所日立工場に入社しまし

た。その間、日立製作所野球部員として勤務させて

いただき、その当時の上司が山口憲生さん。その当

時は小松弘二さんも工場におりましたので、今日、

お元気なお顔を拝見し非常にありがたいと思ってい

ます。職歴としては日立工場から山手工場に移り、

その後、日立埠頭（株）に2006年から2009年まで、

その後、日立工場に戻り、震災後の 2012 年に現在

の日立埠頭（株）に2度目の出向、現在に至ってい

ます。会社では総務の仕事をしてきました。 
久慈浜の日立港祭りでは色々な方とお知り合いに

なり、今年のお祭りはどうしょうかと話をしている

最中です。ロータリーの皆さんと新たな機会を与え

ていただきましたことに感謝申し上げ、八幡さんの

ようにアコースティックギターは弾けませんし歌も

歌えませんが、体力はありますので皆さんと一緒に

ロータリー活動をさせていただければ幸いに思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

新入会員入会式 
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氏   名   笹尾 光（ささお ひかる）  

職業分類  学校管理 

勤 務 先  学校法人茨城キリスト教学園 

役    職   理事長 

自    宅   東京都中央区 

 
 
 
 
 

 
茨城キリスト教学園理

事長の笹尾でございます。  
いつもお世話になって

おります。よろしくお願い

いたします。つい先日、家

にお花が届きました。「花が届いた」と言いまし

たら、妻に「頼んでくれたの」と聞かれて、「い

や、頼んでない」と答えつつ、数秒立って「ああ、

ロータリーだ」と思いつき、このようにご挨拶も

まださせていただいていない中、お花だけいただ

いてしまい、性根を入れてやらなければいけない

と思っている次第です。私、茨城キリスト教学園

に来て4年半ほど、理事長になって2年くらいで

す。それ以前は日本テレビに勤務し、まったく異

業種に飛び込んだかたちです。学校法人と営利企

業ということだけでも未だ分からないことがあ

ります。学園はできて 74 年、地域の方に支えて

いただいて育てていただいた学園だと思ってい

ます。私は地域につながる地域に開かれた学園で

いようと言っておりますので、本当に具体的に皆

さんにお世話になりつつやらせていただきたい

と思っています。一つだけご報告があります。月

末にはきちんと記者報告も行いますが、私どもの

学園で今年度、大学と高校と新しい校舎を2つ同

時に建設することになりました。大学に関しては

地域の方にも学びの機会を持っていただけるス

ペースも用意しております。折に触れてご紹介で

きたらと思います。日立オリジンパークもできま

すし、この地域あたりに新しい風が吹いてくれれ

ばいいなと思います。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 
閉会点鐘  小泉浩一 会長 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★  行事の申込受付案内 ★★  

 ◆日立港RC親睦ゴルフコンペ 

 6 月 6日（日）グランドスラム CC 

◆最終例会親睦ゴルフコンペ 

 6 月 24 日（木） 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
▼今例会は、交代会員ながら4人の新入会員さ

んを迎えた。前会員も大事な人材でしたが、ま

た違った新しい空気が入った感じです。新型コ

ロナ対策に倣っての換気でもあるまいが。▼で

も、今回は月初例会のセレモニーだけで、以後

今月の例会は休会。こんなに休会が増えると、

ともに会えない欲求不満が募ってか、つい隣の

会員に、「久しぶり。何年も会わないようだね」

とつぶやいてしまったら、「そんなに欠席して

ないよ」と反撃を受けた。▼ロータリーソング

集の「それでこそロータリー」の一番の歌詞は、

「どこで会っても やあと言おうよ/見つけた

時にゃ おいと呼ぼうよ/遠い時には 手を振

り合おうよ/それでこそ ロータリー/」。▼小生

の会社同期入社有志〈約 10 人〉でインターネ

ットZOOM 会議を使って「コロナ亭」と称す

る懇親会を週1でやっている。自宅で一杯やり

ながら2Hr、結構楽しく続いていたが、今度か

らちょっと面倒になったので2週に1回に変更

した。直に飲みあうことが懐かしくなったのか

も。▼わがクラブでも、気兼ねなくお店で2次

会などが楽しめる時が早く来ることを祈るば

かりです。（のり） 

5 月 27 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「例会取りやめ」 

6 月 3 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「第 8 回クラブ協議会 委員会引継ぎ」 

6 月 10 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「第9 回クラブ協議会 委員会活動実績報告1」 

6 月 17 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「第10 回クラブ協議会 委員会活動実績報告2」 

6 月 24 日（木）例会 18:00～ 美かの 

「年度最終例会」 


