
FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 1 

 1

Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 7 月 1 日（木）号 

 
 
 
 

 
日立港ロータリークラブ 2021-22

年度、第 45 代会長を務めさせていた

だくことになりました。力不足であ

りますが皆様のご協力をいただき、

これからの 1 年間よろしくお願いいたします。 
昨年の年初より続く新型コロナウィルス感染防

止対策の影響により、会員の皆様におかれまして

も、何か今までとは違うロータリー活動、日常生

活、経済活動など様々な取り組みに苦慮されてい

ることと思います。そのような中、ワクチン接種

も始まっており、年内には収束に向かうものと願

いつつ安全を考慮してロータリークラブ活動を進

めて参りたいと思っております。 
本年度当クラブにおいては、例年の活動にプラ

スして、大きな二つのプロジェクト、インターシ

ティミーティングと創立 45 周年記念事業が予定

されております。これらの事業は各実行委員長の

もと、クラブ会員全員の協力により成功裏に遂行

されることを願っております。 
本年度、インドのシェカール・メータRI 会長の

テーマは「´SERVE TO CHANGE LIVES´奉仕し

よう みんなの人生を豊かにするために」と掲げて

います。これは「誰かのために生きてこそ人生に

価値がある」と提唱されています。また第 2820
地区スローガン「″Think Globally , Act Locally″
地球の未来を想い 地域社会に貢献しましょう」、

地区目標は「持続可能な発展に資する奉仕活動の

推進」と提唱されております。これらをふまえて

本年度活動をして参りましょう。 
皆様のさらなるご協力をお願いいたします。 

 
  
  
 
 

開会点鐘  佐藤邦裕 会長 
国歌斉唱  “君が代” 
R ソング  “奉仕の理想” 
斉唱    「四つのテスト」 
 
 本日は、いらっしゃいません。 
 

 
藤田 博さん（ 6 日） 
額賀儀秀さん（27 日） 

 
 
 
 
 
【クラブ貢献者表彰】 （敬称略） 

○ 鋤柄純忠（米山奨学生カウンセラー） 
○ 菅原光雄（地区インターアクト委員） 
 
 
 
 
 
 
おめでとうございます。 
【年間出席率 100％】（敬称略）（今年度は表彰無し） 

2020 年 7 月～2021 年 6 月中に実施した 25 回例会 

出席率 100％以上  17 名  

藤田 博、古川英希、平田伸一、糸賀正俊、 

小泉浩一、小松弘二、太田秀夫、佐藤邦裕、 

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 

今月は新年度のスタートの月です 

例会報告 

今月の誕生日祝い    今野紀仁 親睦活動委員長 

前年度クラブ貢献者表彰    佐藤邦裕 会長 

本日のビジター紹介  今野紀仁 親睦活動委員長 

2021－22年度ＲＩ会長 シェカール・メータ（カルカッタ：マハナガールＲＣ）第２８２０地区ガバナー新井和雄 （下館RC） 

 

 
会長 佐藤邦裕  会長ｴﾚｸﾄ 山口憲生  幹事 菅原光雄 

会長挨拶       佐藤邦裕 会長 

2021.7.1 

第 1977 回例会 
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佐藤泰子、菅原会員、鋤柄純忠、鈴木稔、 

照沼明美、内山庄栄、山口憲生、山口彰二、 

吉成公一 

 
 
鈴木 稔さん 

2020年11月5日例会  
誕生祝いメッセージ 

 
 
 
 
 
 
 

本日の食事メニュー：幕の内弁当 
 
【ご芳志を戴いた方からのコメント】 
●藤田 博さん…早いもので、今月 64 歳になり 

ます。ロータリー歴も今年で 20 年が経ち 
ました。過ぎてみると早かったです。 

●額賀儀秀さん…今月で 64 歳になります。65 歳 
まで元気で過ごせるよう頑張ります。 

●藤田博さん…親睦ゴルフコンペに参加しました。 
●古川秀希さん…今年度も多数のご参加をお願い 

いたします。 
●親睦ゴルフ参加の皆さん 

 
 
 
 
 
   
【受信書簡・メール】 
 ・2020-21 年度ガバナー事務事務所閉鎖のお知らせ 

・クラブ奉仕委員会「出前卓話」実施のご案内 

【第 1 回理事会報告】   

【議題】 
1.6 月度出席率 100% 
2.理事・役員及び委員会構成（案）         

3.会長方針・事業計画（案）                      
4.本年度予算（案）                 
5.本年度プログラム（案）  
【審議結果】  1-5 承認  
その他 
第 1 分区 IM の会場について（佐藤会長） 

2022 年 1 月 29 日（土）開催予定の第 1 分区イ

ンターシティミーテング会場候補、日立オリジン

パーク（大みかクラブ）使用の内諾を受けました。 
オンライン例会の実施について（小泉直前会長） 
前年度実行できなかったオンライン例会を今年

度は実現させていただきたい。例会場での対面の

例会を主とし、会場出席の都合が悪く、オンライ

ン参加が可能の場合に参加できるような環境を整

えていくことを願います。 
 
 
 
 
 
 

【国際ロータリーテーマ】 
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 
 
国際ロータリーとロータリー財団の年次目標 
優先事項 1「より大きなインパクトをもたらす」

の目標 
1.ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調する。 
2.年次基金とポリオプラスへの寄付を増やしつつ、

2025 年までに恒久基金を20 億2500万ドルま

で成長させる。 
3.以下の項目における測定可能なインパクトを向

上させ、効果的にコミュニケーションする： 
a.クラブによる奉仕プロジェクト 
b.地区補助金、グローバル補助金、大規模プロ

グラム、ポリオプラス、ロータリー平和セン 
ター 

4. 人道的プロジェクトの世界的な実績を向上さ

せるため、政府機関との機会も含め、新たな

パートナーシップを築く。 
5. より大きなインパクトをもたらすため、プロ

グラムを通じた活動に焦点を当てる。 
優先事項 2「参加者の基盤を広げる」の目標 
6. 以下の方法で、ロータリーの会員数を 130 万

会員数 出席数 出席率 

37 22 64.71% 
出席免除者数 前回訂正 合計出席率 
4（本日出席1名） 12 100.0% 

出席報告           鈴木崇久 SAA 

にこにこ BOX 報告      鈴木崇久 SAA 

幹事報告           菅原光雄 幹事 

目標 1,408,000 円 

本日のご芳志 11,000 円 

  トータル    16,000 円 

本日のプログラム  第 1 回クラブ協議会  

     佐藤邦裕会長 

『2021-22 年度 クラブ会長方針と目標』 

にこにこボックス 2020-21 年度最優秀賞         

若いころと比べて時が何倍もの速さで流れ

ていきます。73 歳にしかない story も愚直

に紡いでいきたいと思います。 
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人に増やす： 
a.既存クラブへの新会員ならびにより多様な会

員の入会を促すための行動喚起として、 
「Each One , Bring One（みんなが一人を入会

させよう）」を強調する。 
b.新クラブと革新的なクラブおよび参加者の参

加経路を作り出すことにより、参加者の増加 
と多様化を図る。 

c 理事、地域リーダー、地区会員増強委員長間

の協力とアカウンタビリティを高める。 
7. ソーシャルメディアにさらなる焦点を当てる

ことを含め、ロータリーのブランドとイメー 
ジを強化する。 

優先事項 3「参加者の積極的なかかわりを促す」

の目標 
8. テクノロジーを生かすことを強調し、インタ

ーアクトクラブ、ローターアクトクラブ、ロ

ータリークラブの会員、その他のロータリー

参加者の積極的かかわりを促す。 
9. すべての参加者、特にロータリークラブとロ

ーターアクトクラブの間の協力を増やす。 
10. 中核的価値観を積極的参加の中心に据える。 
11. ロータリー参加者間のビジネスのためのネッ

トワークの機会を通じ、積極的参加を向上さ

せる。 
優先事項 4「適応力を高める」の目標 
12. 直接会う会合、研修、ファンドレイジング、

奉仕プロジェクトを最適化するため、バーチ

ャル技術の使用を支援・奨励する。 
13. ボランティアのリーダーシップ構成を見直し、

責務とアカウンタビリティを向上させる。 
14. ガバナンスとサービスの提供における地域化

を支援する。 
【地区スローガン】 

″Think Globally , Act Locally″ 
地球の未来に想い 地域社会に貢献しましょう」 
 
2820地区の持続可能な発展に資する奉仕の推進 

【具体的行動指針】 
1. ロータリーの新しい重点分野「環境の保全」の

推進 
＊クラブの環境保全活動を支援 
＊地域環境問題の理解を深める機会の提供 
＊″ロータリー奉仕デー″に地球環境保全活動を実施 

2．クラブをサポートする持続可能な地区運営体制 
の強化 

＊地区ビジョン・行動計画のアップデート 
＊会員増強（地区 2000 名の回復・各クラブ 2 名

の純増） 
＊新クラブ設立・学友会の支援（DEI 声明の推進） 
＊持続可能な地区委員会の編成  
＊リモート会議システムの構築によるロータリー

イノベーションの加速 
3．質の高い奉仕活動の推進 
＊クラブセントラル活用を促進し RI 会長賞受賞

を支援・クラブ奉仕 ＊ロータリーを学び互い

に成長する機会の提供・職業奉仕 
＊持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献す

る奉仕活動の推進・国際奉仕 
*青少年への支援を推進（IAC・RAC・RYLA・

EX）・青少年奉仕 
4．公共イメージと認知度の向上 
＊地区ホームページ、茨城新聞ロータリー情報館、

SNS、等各種メディアによる発信 
＊2820 地区ロータリービークルで全クラブ訪問

10000 キロ走破！ 
＊奉仕活動の学術的発信（国連・学会・ジャーナル） 
5．ロータリー財団の活用と支援 
＊ポリオ根絶活動の推進 
＊地区補助金を活用した地域社会への貢献 
＊グローバル補助金を活用した国際社会への貢献 
＊奨学生の支援（GG 奨学金・冠名基金・平和フ

ェローシップ） 
＊公平性の高い財団寄付の推進（年次寄付 130 ド

ル・ポリオ 20 ドルの達成、ベネファクター各ク

ラブ1名・PHF・PHS 70名・MD・AKSの推進） 
6．米山奨学会の支援 
＊（公財）米山記念奨学会委託事業を通じた 2820
地区内で学ぶ留学生の支援 

＊米山寄付の推進（一人 25,000 円以上 = 普通

寄付 5,000 円＋特別寄付 20,000 円） 
【クラブ目標】 

1. RI テーマ・地区目標に則り、奉仕活動の実践

を図る。また、新たに環境問題について取り

組む。 
2. 組織的改革について、クラブ中期戦略会議を

開催してクラブの強化と活性化に努める。 
① 会員数の増加（若い会員、女性会員の促
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進）を図ると同時に脱会防止に努める 
② インターアクト・ローターアクトへの支

援と交流の拡充を図る。 
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. 公共イメージの向上のため、ホームページの

カスタマイズを行う。 
5. 新型コロナウィルス対策として、ロータリー

活動に際しては、政府および自治体の指導の

下、新型コロナウィルスの感染拡大に十分配

慮して会員スタッフおよび参加者の安全を最

優先して実施する。 
 以上の活動目標のもと、ロータリーの奉仕の理

念を掲げ、クラブ活動の充実化を図っていく所存

でございます。会員の皆様のご理解とご支援を賜

り、クラブ発展のため努力してまいります。皆様

一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

 
（収支予算（案）配布） 

2021-22 年度予算内容説明 

 
 
 
 

（プログラム（案）配布） 

2021-22 年度プログラム説明 
 
 

今週の会場の花 

″深紅のバラ¨ 

花言葉：愛 

閉会点鐘 佐藤邦裕 会長  
 
写真展のお礼        太田秀夫会員 
 先週の例会で僭越ながらご案

内した写真展では、当クラブがお

世話している米山奨学生のマブ

ンさん含め多くの方々にご来場

いただきありがとうございまし

た。お陰様でコロナ禍にも関わら

ず 5 日間で 770 名余りのご来場

があり盛会で終えることが出来

ました。謹んでお礼申し上げます。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本年度予算内容説明      菅原光雄幹事  

本年度プログラム説明 鋤柄プログラム委員長  

★★  行事の申込受付案内 ★★  

◆ 情報集会 

 7 月 29 日（木）場所未定 

◆ 夏の休日親睦ゴルフコンペ 

 8 月 29 日（日）グランドスラム CC 西コース 

今後のスケジュールのご案内 

その他のお知らせ・連絡事項 

編集後記 
日立港RC の新年度がスタートしました。 

佐藤会長、菅原幹事を支えつつ一致団結し

て、様々な活動に取り組んでいきたいと思い

ます。私たち会報・雑誌委員会(会報末尾に新

メンバー記載)は、合併号を含む年間約 40 回

の会報編集と発行を通じて、クラブ活動の一

コマ一コマを忠実に記録し発信していきま

す。この会報発行によって会員の皆様と情報

を共有し、クラブの活性化に貢献できる様、

努めてまいります。また前年度、前委員長の

鈴木崇久さんと事務局の中野さんが推進さ

れましたコロナ感染状況に応じた会報配布

方法の使い分け(紙配布またはメール配信)

は、今年度も継続していきます。会報・雑誌

委員会の活動は、会員の皆様からの原稿や情

報のご提供により成り立っていますので、今

年度も皆様のご支援とご協力をよろしくお

願い致します。（ま） 

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 」 

 


