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12:30～13:30
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

皆様、こんにちは。本日もお忙し
い中、例会に参加いただきありがと
うございます。本日は今年度最後の
例会です。一年間、会員の皆様、そ
して執行部役員の皆様には大変ご協力をいただき
ましてありがとうございました。
昨年から日本国中で悩まされています新型コロ
ナウイルス感染予防対策の対応として、ロータリ
ー活動はほとんどの中止を余儀なくされてしまい
ました。安心安全を最重要テーマとして慎重に活
動を進めてきましたが、皆様とのコミュニケーシ
ョンもなかなかとることができず、残念な年度に
なってしまいました。またコロナ禍ということも
あり、3 名の退会者も出てしまい会員の皆様には
申し訳なく思っております。
いち早く新型コロナウイルスが終息して普通の
日常が戻り、ロータリー活動もより活性化できま
すよう、次年度佐藤邦裕会長に思いを託し退任の
ご挨拶といたします。
一年間ありがとうございました。

例会報告
開会点鐘
R ソング

小泉浩一 会長
「我らの生業」

本日のビジター紹介

今野紀仁 親睦活動委員長

本日はいらっしゃいません。
佐藤泰子 SAA

出席報告

会員数

出席数

出席率

39

21

58.33%

出席免除者数

前回訂正

合計出席率

4（本日出席 1）

15

100.0%

本日の食事メニュー：宴会料理
佐藤泰子 SAA

にこにこ BOX 報告

小泉会長、内山幹事一年間お疲れ様でした
本日のご芳志
トータル
理事会報告

0円
5,000 円
内山庄栄 幹事

● 第 12 回理事会報告
◆審議議題
1.2020-21 年度決算報告（案） 菅原次期幹事
監査報告 監査日：6 月 17 日（木）
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岩田会計監査、鈴木起一副会計監査
2.2021-22 年度クラブ年会費の減額について
3.2020-21 年度にこにこボックス最優秀賞
4.糸賀正俊会員の退会について 2021 年 6 月 30 日付
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委員会報告
【菅原光雄次期幹事】
例会出欠の連絡は、事務局あて期限通りに必ず返
信をお願いします。

5 令和 3 年度日立国際交流協議会会費 1 口 5,000 円

年度最終例会

6.7 月例会の会食について

◆審議結果
1.承認
2.承認 2021-22 年度クラブ年会費減額する。
クラブ細則第6条第2節に規定する会費は年額
190,000円と定めているが、2020-21年度は新型コロ
ナウイルス感染予防対策による事業の取りやめで運
用資金残額が増加したため、2020-21年度同様、年間
60,000円を、つまり7月及び1月各請求分から各々
30,000円を減額する。よって、正会員の7月請求会費
の100,000円を70,000円とし、1月請求会費の90,000
円を60,000円とし、また、クラブ細則第6条第3節に
規定するパスト・サービス会費年額140,000円も正会
員と同様に、
2021-22年度に限り年間60,000円を減額
する。つまり7月及び1月の請求会費の各70,000円を
各々40,000円とする。
3.承認 2020.11.5 例会メッセージ 鈴木稔会員
4.取りやめ（継続する）
5.承認
6.承認 感染予防対策を順守し、通常通りとする。
決算報告

菅原光雄次期幹事

（決算報告書を席上配布し説明）
本日 17 時 30 分より開催された
第 12 回理事会において、6 月 17
日（木）
、岩田会計監査、鈴木起一
副会計監査、小泉会長、佐藤会長
エレクト、菅原次期幹事、平元会計、中野事務
局員立会いの下、会計関係書類と記録の照合を行
った 2020-21 年度の決算報告を行い、ご承認を
得ましたことをご報告申し上げます。
■会計監査報告
岩田秀邦会計監査
6 月 17 日（木）美かのにおいて、平元会計、
小泉会長、佐藤会長エレクト、菅原次期幹事、
岩田会計監査、鈴木起一副会計監査、中野事務
局員立会いの下、関係書類と記録を会計監査い
たしました。その結果は、適正に処理されていま
したことをご報告いたします。

最終例会は、小泉会長の挨拶に続き、平元会計
の代理として菅原次期幹事から 2020-21 年度決算
報告、岩田会計監査から監査報告が行われ、満場
一致の拍手によって決算報告が承認されました。
懇親会は鋤柄パスト会長の乾杯の
音頭で始まり、先ず、古川会員から
本日の親睦ゴルフコンペの成績発表
と賞品授与が行われました。
次いで、小泉会長、内山幹事をね
ぎらい、感謝と慰労の気持ちを込めてアレンジ花
と記念品が贈呈されました。山口憲生会長エレク
トの新年度への意気込みあふれる挨拶の後、勝山
一本締めで懇親会は終了しました。

閉会点鐘 小泉浩一 会長
最終例会親睦ゴルフコンペ 報告
古川英希ゴルフ幹事
6 月 24 日（木）
、グランドスラムカントリークラ
ブに於いて、日立港ＲＣ恒例となっております『最
終例会親睦ゴルフコンペ』
を開催しました。
当日は、
少し蒸し暑さも感じましたが、好天に恵まれゴルフ
日和となり、4 組 13 名の会員が参加し、ゴルフの
腕を競い合いながらの楽しいコンペとなり、親睦を
深めることができました。成績は日立港 RC ゴルフ
コンペの慣例にならい、ペリア方式によるネットス
コアにて算出し、優勝者は古川、準優勝に初代ミス
ターぺリア塙会員、3 位に鈴木稔次年度ガバナー補
佐が入賞しました。また、ラッキー7 賞(第 7 位)に
は、三田寺会員が入賞しました。前回、初めて的中
者が出ました、馬券については、
『1 位－2 位、古
川－塙』でしたが、今回は、自分とミスターぺリア

2
Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 6 月 17 日（木）＆6 月 24 日（木）

FOUNDED 1977.5.26
を信じて購入した、古川が的中しました。

小泉年度における、親睦ゴルフコンペは休日コン
ペを含めるとコロナ禍の状況の中でも 7 回開催す
ることができました、次年度、佐藤邦裕年度も、引
き続き会員、OB を含めた親睦ゴルフコンペを開催
したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
最後に今回も、馬券収入の一部をニコニコボック
スに寄付したことをご報告します。

2020～2021 年度 No. 33＆34
ようこそいらっしぃました。
佐藤泰子 SAA

出席報告

会員数

出席数

出席率

39
出席免除者数

21
前回訂正

56.76%
合計出席率

16
100.0%
本日の食事メニュー：持ち帰り弁当
4（本日出席 2 名）

にこにこ BOX 報告

日立港ロータリークラブ
会長挨拶

2020.6.17
第 1975 回例会

小泉浩一 会長

皆様、こんにちは。本日もお忙
しい中、例会に参加いただきあり
がとうございます。
新型コロナウイルスも 6 月に入
って収束の兆しを見せてきました
が、昨日、
東京都は 501 人と前週を上回り再び 500
人の大台に乗ってしまい、今月 20 日に予定されて
いる緊急事態宣言の解除も微妙になってきたと思
われます。
東京オリンピックまであと 36 日と迫っ
た現在、オリンピック自体が無事開催できるのか
かなり心配されるようになってしまいました。開
催するにあたり、国や東京都、そして組織委員会
は専門家諸先生の意見をよく尊重し、選手アスリ
ートそして国民の安全を最優先して、このパンデ
ミックの中で開催するオリンピックの意義をしっ
かりと示していただきたいと思います。
本日の例会は第 10 回クラブ協議会を行います。
先週に続き各委員長さんお願いいたします。
来週が小泉・内山年度最後の例会になります。
どうぞ最後までよろしくお願いいたします。

例会報告
開会点鐘
R ソング

小泉浩一 会長
「我らの生業」

本日のビジター紹介

三田寺清 親睦活動副委員長

2020-21 年度第一分区ガバナー補佐
茂木博男様（日立北 RC）
2021-22 年度第一分区ガバナー補佐
鈴木 稔様（日立港 RC）

佐藤泰子 SAA

【ご芳志を頂いた方からのコメント】
●塙宏之さん…素晴らしい花をありがとうござい
ました。これからも二人で頑張って行きたい
と思います。
（4 月結婚祝い）
●岩田秀邦さん…誕生祝ありがとうございます。
78 歳になりました。80 歳までにホールイン
ワンを目指します。
（6 月誕生祝）
本日のご芳志
トータル

5,000 円
5,000 円

ビジター挨拶

第一分区ガバナー補佐 茂木博男様
今年一年間を思い返して、自分自
身に何かいいことがあったと思い当
たるところがあるでしょうか。何か
自分にはこんないいことがあったと
思うことがあれば、自分は「ロータ
リーは機会の扉をひらく」の 3 つのドアのどれか
を通過できて、ご利益だと考えてください。もう
すぐ私の任期も終わりです。今年一年間、第一分
区７クラブは全てロータリー賞を受賞することが
できました。皆さんのご尽力のおかげです。本日
は日立港 RC にお招きいただき、日立港 RC に栄
光あれというお話をさせていただきます。
次期ガバナー補佐 鈴木 稔様
皆さんのご協力のもと、一年間ク
ラブの代表として務めあげていきた
いと思いますのでどうぞよろしくお
願いします。
幹事報告

内山庄栄幹事

【受信書簡・メール】
2021-22 年度国際奉仕研究会開催のご案内
WCS「この指とまれ」のご案内
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周年事業・記念事業の連絡のお願い
ハイライトよねやま 255 号
委員会報告

【情報・広報委員会
塙宏之委員長】
ホームページのサーバーメンテナンスで指定さ
れた時間帯はホームページが閲覧できなくなりま
すが、時間帯も早朝なので特に問題ないかと思い
ます。念のためご連絡します。
【古川ゴルフ幹事】
6 月 24 日（木）グランドスラム CC で開催しま
す最終例会親睦ゴルフコンペは、只今 14 名の参加
です。まだ間に合いますので参加希望の方は連絡
ください。

本日のプログラム
第10回クラブ協議会

『 2020-21 年度委員会活動実績報告 2 』
司会：小泉浩一会長
奉仕プロジェクト委員会 古川英希 副委員長代読
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社会奉仕委員会

平田伸一 委員長

今 年度 の当 クラブスロー ガ ン
「奉仕の扉を探る」を実現すべく、
社会奉仕委員会の活動を予定して
おりましたが、新型コロナ感染拡
大の影響をうけ、「薬物乱用防止街頭キャンペ
ーン」の代替活動としていた久慈浜海岸清掃活
動も見送る結果となってしましました。
このような状況のなかでも、会員が持ち寄っ
たマスクを日立市及び「みなみひまわり学園」
へ寄贈する活動を行うことができました。
コロナ禍の今、ロータリー活動が極端に制限
されるなか、当クラブ会員の発案で今回のマス
ク寄贈できたことは社会奉仕の観点でも大変
有意義な活動となりました。
また、日立市役所での贈呈式の模様は JWAY
にて放映され、ロータリーの公共イメージ向上
にも繋げることができました。あらためて会員
の皆様のご協力に感謝いたします。

青少年奉仕委員会
吉成公一 委員長
1,活動方針
2020-2021 年度の RI テー マ「ロータリーは機会
委員会の活動方針に則り、会員
の扉を開く」に基づき、ロータリーの基本理念で
の皆様のご協力を得ながら活動し
あります奉仕活動を効率よく且つ充実したものと
てまいりました。
するべく、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、イ
1) 新型コロナウイルス感染防
ンターアクト、国際奉仕の各委員会が連携し、充
止支援
実した活動が実践できるよう管理運営を務めます。
中学校野球大会／バスケットボール大会参加校
2．事業報告
および茨城キリスト教学園インターアクトクラ
新型コロナ感染症の影響にて長期の例会中止、各
ブへウイルス対策アルコールハンドジェル配布。
委員会の活動自粛により年頭の事業計画がほぼ実
2) 日立市内青少年育成団体等支援
行されないまま期末を迎える結果となったことは
日立市青少年育成推進協議会への支援 7/29
誠に残念に思う。来期以降本来の充実した奉仕活
会議出席
動が展開されることに期待いたします。
3) 下記の行事が予定されておりましたが、新型
コロナウイルス感染防止のため、残念ならが
職業奉仕委員会
照沼明美 委員長
中止および不参加といたしました。
1．月初めの例会で「四つのテスト」 ・第21 回 日立港RC 杯中学校野球大会（3 月予定）
を掲げて唱和し、奉仕の精神の一層
・第 9 回 日立港RC 杯中学校女子バスケットボール
の理解を深めました。
大会（3 月予定）
2．2020 年 10 月 22 日に「優良従業
・第6 回 風神杯小学生バレーボール大会（11 月予定）
員表彰、地域ボランティア表彰」を行い、優良従
・茨城キリスト教学園高校インターアクトクラブ支援
業員 5 名と地域ボランティア 4 名の皆様を表彰し
（9 月予定）
ました。
・久慈浜海岸清掃
3．職場見学会は、コロナ禍の中、行いませんでし
・茨城県北ローターアクトクラブとの連携および支援
た。
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・ひたち郷土かるた大会 （1 月予定）
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なり、識字率向上支援は行いませんでした。

・地区ライラセミナー

以上が今年度の事業報告ですが、2021－22 年
度はコロナ禍も終息し、本来の国際奉仕活動が
できることを期待しています。

（日付未定）

インターアクト委員会

菅原光雄 委員長

新型コロナウイルス感染症蔓延の
影響で、以下の諸活動が残念ながら中
止となりました。
・地区青少年奉仕研究会
・台湾研修旅行
・地区インターアクト年次大会
・ポリオ根絶街頭キャンペーン(大みか祭り協賛)
・全国インターアクト研究会
・2820 地区大会参加
コロナ禍の中で第 41 回地区ライラセミナーが「地
球の平和に奉仕する」をテーマとした Zoom による
オンラインセミナーが 10 月 11 日(日)、ロータリア
ン・インターアクター約 110 名が参加し開催されま
した。
「世界観が広がると 人生が豊かになる」と題
した講演が、戦場カメラマンの渡部洋一氏によって
行われ、講演終了後質疑応答が行われ、盛会のうち
に終了しました。
参加者：吉成青少年奉仕委員長、菅原、茨城キリ
スト教学園高等学校インターアクター 6 名。
今後も茨城キリスト教学園高等学校 IAC と連携を
取りながら諸活動を進めてまいりますので、RC 会員
の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
国際奉仕委員会

古川英希 委員長

2020－21 年度は年間を通した、
コロナ禍の中で以下の事業を実
施いたしました。
1. 第 2820 地区、海外支援プログ
ラム『この指とまれ』の 4 つの事
業に協賛しました。
（1）しもだて紫水 RC『ペンシルプロジェクト』
（2）日立・下館 RC『ネパール子供たち就学支
援』
(3) 玉造 RC『MOTTAINIPROJEKUT2020』
(4) 結城 RC『ランドセルを世界に役立てよう』
それぞれの事業に、10,000 円、合計 40,000 円。
2. 日立国際交流協議会会費として 5,000 円。
今年度は、例年行われていた「国際交流ボ
ランティアネットワークさくら」主催の『外
国人の皆さんの日本語意見発表会』も中止と

ロータリー財団委員会

藤田

博 委員長

1. 寄付実績
( 1 ) 普通寄付金 39.5 人分
150 ドル(年次寄付 130 ドル、ポリオ寄
付 20 ドル) ×39.5 人= 6, 325 ドル
(2)新ベネファクター
小泉浩一会員 1,000 ドル
合計 7,325 ドル
1. 地区補助金実績
青少年奉仕委員会活動の中の日立港ロータリー
クラブ杯中学校野球大会、中学校女子バスケット
ボール大会、小学生バレーボール大会の補助、新
型コロナウイルス対策医療用品(ハンドジェル)購
入として、補助金 1400 ドル( 148, 400 円)が入金
された。
今年度は新型コロナウイルス対策で、野球、女
子バスケットボール大会、小学生バレーボール大
会が中止となった。購入済の賞品および参加賞な
どは次回大会に利用する予定。
2. 財団部門表彰(2021.5 月地区大会での表彰)
RI 表彰
・ 2019-20 年度口一タリー賞
(会長特別賞 : ゴールド)
地区表彰 (個人表彰敬称略)
・新ベネファクター ( 2020.1.1 ~ 2020.12.31 )
小泉浩一会員
・マルチプノレ・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
4 財団セミナーの開催無し
5. グローバル補助金無し
米山記念奨学会委員会

鋤柄純忠 委員長

1. 事業報告
・米山奨学会寄付の奨励：寄付は地
区方針に則り、一人普通寄付 5,000
円、特別寄付 20,000 円を目標にク

5
Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 6 月 17 日（木）＆6 月 24 日（木）

FOUNDED 1977.5.26
ラブ合計で前年実績を上回ることを目標にしまし

た。
・寄付金の実績
普通寄付:5000 円×39.5 人 197,500 円
特別寄付：会員 21 人
590,000 円
長谷川真理子様（元会員未亡人）から 500,000
円の寄付を頂きました。寄付総額：1,287,500 円
当初の目標額を上回る結果になりました。
2. 中国からの奨学生「李 暁彤」さんの世話ク
ラブとして、2020 年 4 月から 2021 年 3 月までお
世話しました。準世話クラブの日立中央 RC の深
谷様には大変お世話になりました。コロナ禍の影
響で十分なロータリー活動への参加が出来なく、
ロータリー活動理解には物足りないところがあり
ましたが、無事に卒業していただきました。
今後も日本に残り学業を続けることになってい
ます、機会があれば皆様の活動に参加していただ
き、ロータリー活動への理解を深めていただきた
いと思います。
情報・広報委員会

塙

宏之 委員長

1, 新入会員研修
2020 年 9 月 24 日(木)実施（新入
会員 3 名、既会員 5 名参加）
講師：山口憲生パスト会長
2. ロータリークラブ外への広報
(1) ケーブルテレビ（JWAY）
2020 年 3 月 1 日 新型コロナウイルス感染
症対策として、日立市及び日立市内の知的障害
者施設みなみひまわり学園へマスクを寄贈し
た。日立市役所での贈呈式の模様が 3 月に放映
(2) 茨城新聞「ロータリー情報館」
上記マスク寄贈の活動記事が 3 月掲載
3. 当クラブのホームページを全面的にリニュ
ーアルした
最新の Web デザイン及びスマートフォンか
らも閲覧可能、また自分達でも簡単にメンテナ
ンスができ使い勝手の良いサイトとなった
閉会点鐘

小泉浩一 会長
今週の会場の花
¨スプレーバラ¨
花言葉：友情

2020～2021 年度 No. 33＆34
今後のスケジュールのご案内

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（祝日） 休会 （海の日）
7 月 29 日（木）例会 12:30～ 美かの
「会員卓話 鋤柄純忠さん 」
「私と RC
木村昌永さん 」

編集後記
▼2020-21 小泉・内山年度が終了。実に新型コ
ロナウイルスに活動を自粛させられた歴史的
年度だった。対応に苦心した役員各位の労を心
からねぎらいたいと思います。▼ワクチン接種
が浸透しコロナ汚染も収束に向かうと思われ
るが、佐藤・菅原新年度は第 1 分区鈴木稔ガバ
ナー補佐を支えるホストクラブで、その地区行
事の最初は「環境」保全の「海岸清掃」
（9 月）
の実行だ。本企画はそう簡単なものではなさそ
うだ。▼まとまりが良く和やかだという外部評
価を頂いている当クラブ会員一同の一致協力
を願うばかりです。▼また、今年度休止延期し
た各種奉仕活動を再開する年度であり担当各
委員会はとも心新たにして、取り組まねばなら
いでしょうし、当クラブ 45 周年の周年記念行
事、分区のインターシティミーティングの遂行
課題もある。▼当クラブ地域には、新装なった
JR 大甕駅の後背地に、茨城キリスト教学園が
立地し、当市創業の日立製作所の大みかクラ
ブ・ゴルフ場に、同社オリジンパークが移転・
新設されオープンする。まさに当クラブ例会場
「美かの」近接地なのだ。▼そのオーナー佐藤
会員が次年度の会長を務められる。こうした縁
にこたえるべく会員一同、支援協力を誓いたい
と思う。
（のり）

発刊：日立港ロータリークラブ（翌例会日）
編集：会報・雑誌委員会
鈴木崇久 松橋好徳 糸賀正俊
山口憲生 中野紀子（事務局）
URL： http://www.hitachi-ko-rc.com
E-mail ： info@hitachi-ko-rc.com
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