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皆様、こんにちは。本日もお忙し

い中、例会にご参加いただきありが

とうございます。 
新型コロナウイルス感染状況はあ

る程度落ち着いてきましたので、今

月からロータリー活動を再開しましたが、感染症

のリバウンドの懸念もありますので、より慎重に

進めていきたいと思います。 
昨日の国会は約 2 年ぶりに党首討論がおこなわ

れました。討論の中で、菅義偉首相は、新型コロ

ナウイルスのワクチン接種について「今年の 10
月から 11 月にかけて、必要な国民については全て

を終えることを実現したい」と表明されました。 
このワクチンは新型コロナウイルスには非常に

有効な手段で、世界各国において、かなりの成果

が上がっているとの報道もあります。したがいま

して社会生活を含めた自粛環境も今年の秋以降に

正常に戻るのではないかと期待しております。ロ

ータリー活動も、この秋、佐藤邦裕会長年度前半

には、また活発に歌って踊れる親睦活動ができる

ことでしょう。それまでもうひと我慢をよろしく

お願いいたします。 
  

 

開会点鐘  小泉浩一 会長 
R ソング  「我らの生業」 
 
 
本日はいらっしゃいません。 
 

 
 
 
 

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】 
●五来美奈さん…お祝いありがとうございます。

49 歳になります。気持ちは 20 代です。 
●日曜親睦ゴルフコンペ参加の皆さん 
 
 
 
 

 
 

米山功労者感謝状の報告 
島田洋次会員は（公財）米山

記念奨学会より第 3 回米山功労

者として感謝状を授与されまし

た。 
 
 

 
【受信書簡・メール】 
・第 2820 地区クラブ奉仕研究会の案内 7/10（土） 
・第 2820 地区社会奉仕・ロータリー財団合同研究会

の案内 7/17（土） 
・第 2820 地区青少年奉仕研究会の案内 7/18（日） 
・みなみひまわり通信 6 月号 
・第2820 地区米山記念奨学会学友会 筑波山美化活

会員数 出席数 出席率 

39 23 63.89% 
出席免除者数 前回訂正 合計出席率 
4（本日出席1名） 13 100.0% 

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 

6月はロータリー親睦活動月間です 

会長挨拶       小泉浩一 会長 

幹事報告               内山庄栄幹事 

 

 
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） 

2021.6.10 

第 1974 回例会 

例会報告 

本日のビジター紹介   今野紀仁 親睦活動委員長 

目標 1,507,000 円 

本日のご芳志   5,000 円 

    トータル  1,309,500 円 

出席報告           佐藤泰子 SAA 

にこにこ BOX 報告      佐藤泰子 SAA 
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第9回クラブ協議会 

『 2020-21 年度委員会活動実績報告 1 』 

動の案内 

 

【内山庄栄幹事】 
 本日配られた会報（31 号）に、My Rotary の登

録方法が載っています。My Rotary 未登録の方に

は私からご連絡しますので、記載の方法により登

録の手続きをお願いいたします。 
 
     

司会：小泉浩一会長 

  
 

2 0 2 0～2 1年度RIのテーマ＜ロ

ータりーは機会の扉を開く＞、第 2 8 
2 0 地区池田正純ガバナーのスロー

ガン＜ロータリアンのイノベーショ

ン磨こう人間カ＞を踏まえて、小泉

会長のクラブ運営方針に則り、 
1.人々が手を取り合うのを促す 
2.ロータリー組織的変革 
3.人道的奉仕の重点化と増加 
4.公共イメージと認知度向上 
5.青少年の支援と学友連携の強化 
6.ロータリー財団と米山奨学会への支援 

（クラブ目標）  
1 .RI テーマと地区目標に則り、奉仕活動の実践環

境問題に取り組む 
2.組織的改革についてクラブの強化と活性化に務

める 
3.ロータリー賞の獲得に向けその必須項目を実践

する 
4.公共イメージ向上のため HP のカスタマイズを

行う 
5.新型コロナウイルス対策をしてロータリー活動 
に際して政府及び自治体の指導の下会員スタッ

フ及び参加者の安全を最優先して実施する 
以上の活動目標にクラブ活動予定でありました 

が、昨年より 3 次拡大 4 次拡大と感染拡大に翻弄

され、例会や奉仕活動等は制約された事業年度と

なってしまいました。 
 

2020 年期首 40 名でスタートし、

2020 年 7 月 2 日に花見英樹さんの

後任に平田博之さん、9 月 3 日に佐

藤正己さんの後任に木村昌永さん、

2021 年 1 月 7 日、新規に五來美奈さん、同年 4
月 8 日に長島達也さんの後任に平元淳治さん、山

田泰雄さんの後任に神山靖基さん、八幡康さんの

後任に桑名智行さん、山田耕一さんの後任に笹尾

光さんがそれぞれ入会されました。 
多賀谷透さんは常陽銀行大みか支店の閉鎖によ

り退会、宇佐美芳文さん、金村吉晃さん、湯浅昇

さんは諸事情により退会されました。コロナ禍の

中、新規会員の増強が進まず、結果 3 名の減少に

なりましたことを報告いたします。コロナ終息を

もって次年度も勝山委員長のもと、会員全員一丸

となって、再び 40 名の会員数に復活したいと思い

ます。会員の皆様のご協力をお願いいたします。 
 

 

クラブ管理運営委員会としての使

命は、これを構成する 4 つの委員会

が連携して各活動をより効果的にす

ることですが、今年度は新型コロナ

感染防止対策のため特殊な対応を迫

られ、例会、行事等の活動の休止、延期、変更の

決定を臨機応変に行わなければなりませんでした。 
したがってそれらの決定は、理事会、またはこ

れに変わる会長、幹事、会長エレクト会議にゆだ

ねることになり、運営委員会としてもその方針に

従って活動したわけです。 
ただ、中でも特筆したいのは、例会等が休止と

なる中、クラブ会報を発行（ネット配信）し続け

たことと思います。編集委員、事務局、寄稿者の

努力を多とします。休会が続いてもロータリアン

の絆をつなぐ貴重な手段だと思います。 
各委員会の状況はそれぞれの報告にゆだねます。 
 

 

今年度プログラム計画のうち、「奉仕の扉を探

る」のテーマ卓話 7 回、その他外部卓話 3 回、合

計 10 回を計画しましたが、新型コロナウィルス感

染予防のために 5 回休止でした。しかし市女性若

者支援課から「青少年健全育成について」、地区ク

ラブ奉仕委員会石井委員長から「元気なクラブづ

委員会報告 

本日のプログラム 

会員組織委員会       佐藤邦裕 委員長 

クラブ管理運営委員会    山口憲生 委員長 

会員増強委員会       鈴木 稔 委員長 

プログラム委員会      山口憲生 委員長 



FOUNDED 1977.5.26                      2020～2021 年度  No. 32 

 3
Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 6 月 10 日

（木） 

くり」、大みか交流センター大上事務局長から「コ

ミュニティ推進会議活動について」、地区藤居カウ

ンセラーから「ロータリー財団地区補助金活用に

ついて」が実施できました。 
一方、通常例会、懇親例会の休会は 18 回、職場

見学 1 泊例会や分区 IM が休止でした。したがっ

て会員卓話、会員一言「私と RC」の多くが休止

となりその分、会員相互の交流懇親場面に大きな

穴が空いた感がします。これを埋めてくれたのは、

クラブ管理委員会報告のとおり会報・雑誌委員会

発行の会報でした。同委員会に感謝します。 
来年度は積み残した卓話、一言、懇親行事等を

引き継いでもらい、通常時の活動レベルの回復・

発展ができるプログラムを設定し、ガバナー補佐

ホストクラブ、当クラブ 45 周年記念の年度として

万全なクラブ運営をお祈り申し上げます。 
 

 

1. 今年度は、新型コロナウイルス感 
染予防対策の影響で 2020 年 8 月～

2021 年 5 月間で 20 回の例会が中止

となり、25 回の例会となりました。 
例会会場の「美かの」さんを始め、会員の皆様

のご協力に感謝申し上げます。特に事務局の中野

さんには進行表を準備していただきスムーズに進

行できたことに感謝いたします。 
2. 例会出席率は 5 月末現在 98.21％（例会 21 回 
分）で、前年度 86.89％に比べ高い出席率となり

ました。今年度は 20 回中止の異例の状況でしたの

で開催される例会への出席の意識が高まったのか

と思います。皆様におかれましては、ご多忙とは

存じますが、会員全員が集まり顔を合わせること

が「楽しい例会」の原点と思いますので、例会へ

の出席率向上にご協力お願いいたします。「美か

の」さんの美味しいランチを食べて、情報交換や

会員卓話、外部卓話など学ぶことも多く充実した

時間ですので、毎回楽しみに出席していただきた

いと思います。 
3. にこにこボックスの募金は、目標 1,507,000 
円に対し、1,309,500 円と予算比 86.6％で、目標

達成できませんでした。これは、例会回数が少な

かったことが原因と考えられます。あらためて皆

様のご芳志に感謝いたします。 
次年度も「楽しい例会」となるように会員の皆

様のご協力をお願いいたします。 

 
今年度の親睦活動実施状況を報

告します。 
(1)  8/27（木）夜間集会  中止 
(2)  9/24（木）情報集会  中止 

(3) 10/22（木）情報例会     
於：玉の井 会員 15 名参加 

(4) 11/26（木） 夜間例会       中止 
(5) 11/   日帰り家族親睦旅行  中止 
(6) 12/17（木）クリスマス例会（家族親睦会）中止 
(7)  1/7 （木）新年例会       中止 
(8)  2/8 （木）夜間例会     中止   
(9)  4/１  観桜会（夜間例会）於：美かの 

    会員 19 名、元会員 1 名参加 
(10) 職場見学会＆一泊例会     中止 
以上、新型コロナウイルス感染防止対策により

親睦活動の多くが中止となりました。 
次年度は少しでも多くの活動ができること

を期待しております。 

今年度 RI テーマ「ロータリーは

機会の扉を開く」、地区スローガン

『ロータリアンのイノベーション

「磨こう人間力！」』を踏まえ、「ク

ラブ会報」の発行を通じてタイムリ

ーな情報の記録・共有を行いました。また、会長

方針を踏まえ、当委員会の活動を通じてクラブ活

動の活性化に貢献できるように活動して参りまし

た。更に、「ロータリーの友」や「ガバナー月信」

等の公式地域雑誌の内容について会員の関心を喚

起すべく紹介に努めて参りました。 
1．会報発行 
当クラブの諸活動を正確に記録するとともに、

会員間の情報共有を通じたクラブ活性化を念頭に

おき、発行して参りました。但し、今年度もコロ

ナ感染予防対策の影響での例会休会に伴い、発行

回数が少ない結果となってしまいました。会員の

皆様には記事原稿作成等に絶大なるご協力を賜り、

深く感謝申し上げます。また中野事務局員には毎

回の限られた時間内での紙面構成から完成・配布

までご尽力頂きありがとうございました。 

出席・会場委員会      佐藤泰子 委員長 

親睦活動委員会       今野紀仁 委員長 

会報・雑誌委員会      鈴木崇久 委員長 
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2．公式地域雑誌の記事内容紹介 
 適時、「ロータリーの友」「ガバナー月信」より

関連記事の紹介を行い、会員間のロータリー情報

の共有に努めました。 
3．クラブ事業記事の広報 
 今年度の会報・雑誌委員会としての投稿実績は

ありません。次年度も会報・雑誌委員会へのご協

力をよろしくお願い申し上げます。 
 
閉会点鐘  小泉浩一 会長 

 
2020-21 年度 2820 地区 地区大会表彰 
2021 年 5 月 23 日（日）ノバホール 
◆R.I.表彰 
R.I.会長賞 ゴールド  日立港RC 
◆地区表彰 
ロータリー財団部門 
新ベネファクター /2020.1.1.～2020.12.31 
  小泉浩一会員 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

/2020.1.1～2020.12.31  
  島田洋次会員（2） 藤田 博会員（1） 
  額賀儀秀会員（1） 
ポール・ハリス・フェロー/2020.1.1～2020.12.31  
  内山庄栄会員 
米山記念奨学会部門 
米山功労者メジャードナー/2020.1.1～2020.12.31 

鈴木起一会員（18） 
米山功労者マルチプル /2020.1.1～2020.12.31 
  古川英希会員（3） 島田洋次会員（2） 
米山功労者 /2020.1.1～2020.12.31 

小泉浩一会員 

おめでとうございました。 

 

今週の会場の花     

¨スカシユリ¨  

花言葉：注目を浴びる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★  行事の申込受付案内 ★★  

 ◆最終例会親睦ゴルフコンペ 

 6 月 24 日（木）グランドスラム CC 

ご出欠の申込みは、例会場受付または 

電話・メールにて事務局まで！！！ 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
昨日関東地方に梅雨入り宣言が発表され

ました。昨年より 3 日遅く、平年より 7 日

遅いと云うことです。今後ひと月余の間、

雨天・曇天の空模様が続くかと思うと少し

憂鬱です。△Tokyo2020 オリンピック・パ

ラリンピック開催まで残り 38 日（6/15 現

在）となりました。私的には特別な期待感

もなく、大会の成功よりは感染の拡大に繋

がらなければ良いなとの思いを強く感じ

ます。オリンピックも含め様々な大会・イ

ベントがコロナの影響を受けない環境下

で開催されることを願います。△数年ぶり

に本格的痛風の発作が発症。子供の野球部

関係者で BBQ、外飲み自粛のストレスか

らか大暴飲暴食、結果激痛に見舞われまし

た。その後禁酒と食事制限（現在進行中）

で体重 8kg 減。いまだ尿酸値が激高の為、

コロナと痛風にてダブル自粛の日々が続

いています。「早くお酒が飲みた～い！」

（い） 

6 月 24 日（木）例会 18:00～ 美かの 

「第12 回理事会 / 新旧役員・理事 」 17：30～ 

「年度最終例会」 

7 月 1 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「第 1 回クラブ協議会  会長方針・事業計画

（案）・予算（案）・プログラム（案）発表」 

7 月 8 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「第2 回クラブ協議会  委員会事業計画（案）発表1」 

7 月 15 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「第3 回クラブ協議会  委員会事業計画（案）発表2」 

7 月 22 日（祝木）休会（海の日） 

7 月 29 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「プログラム作成中 」 


