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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）

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
2021.7.8
第 1978 回例会

会長 佐藤邦裕

会長ｴﾚｸﾄ 山口憲生

幹事 菅原光雄

■ 事務局

日立市大みか町 2-28-5 渚会館

■ 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

TEL 0294-53-6411

今月は新年度のスタートの月です

会長挨拶

佐藤邦裕 会長

皆さん、こんにちは。
打ちましたか?コロナウイルス
ワクチン。大谷翔平のホームラン。
こんな会話の毎日です。
そんな中で、賛否両論がある東京オリンピッ
クが開催されようとしております。57 年前に開
催された第 1 回東京オリンピックは私の小学 5
年生の時でした。初めてのテレビでのオリンピ
ック女子バレーボール回転レシーブで拾った
金メダルに涙し,又初種目の柔道無差別級オラ
ンダのヘーシンクに敗れた神永に涙した感動
の記憶が蘇ります。やめるのは簡単です。どう
すれば出来るか? 安全、
安心な大会を政府東京
都大会関係者の力量を期待しているのは、私だ
けでしようか?
また、本日は第 2 回クラブ協議会委員会事業
計画案の発表があります。新型コロナウイルス
感染拡大が早く収束して、各委員会の事業計画
が滞りなく遂行される事を願っております。

例会報告
開会点鐘
R ソング

佐藤邦裕 会長
「我等の生業」

本日のビジター紹介

今野紀仁 親睦活動委員長

米山奨学生 馬 雯さん
ようこそいらっしゃいました。

鈴木崇久 SAA

出席報告

会員数

出席数

出席率

36

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%

本日の食事メニュー：天丼
にこにこ BOX 報告

鈴木崇久 SAA

【ご芳志を頂いた方からのコメント】
目標 1,408,000 円
人頭分担金
168,000 円
本日のご芳志
トータル
幹事報告

3,000 円
187,000 円
菅原光雄 幹事

【受信書簡・メール】
・7 月ロータリーレート 1 ドル=111 円
・ザ・ロータリアン 7 月号
・日立市体育協会 令和 3 年賛助会員会費のお礼
・令和 3 年度日立港まつり第 1 回実行委員会書面評
決の結果報告
・日立埠頭㈱ 役員就任のご挨拶
・太陽の子 夏の号
・地区前期分担金振込みのお願い
・新年度に当たり各クラブへの文書配信のお願い
・令和 3 年度日立港まつりの中止について
委員会報告

【鈴木稔ガバナー補佐】
9 月 12 日（日）
、第 2820 地区全クラブで美化プ
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ト先の皆さんにご迷惑をおかけました。当時、出

藤会長と私は実施場所となる伊師浜海岸に視察に
行きます。当クラブは第１分区のホストクラブです。
できるだけ会員全員参加でお願いします。事前準
備は当クラブが行いますのでご協力お願いします。
【古川英希ゴルフ幹事】
8 月 29 日（日）
、グランドスラム CC で親睦ゴ
ルフコンペの開催を予定しています。クラブ OB
の参加もありますので、多数の皆さんの参加をお
待ちしています。
【プログラム委員会
鋤柄純忠 委員長】
8 月 19 日（木）の例会プログラムは地区クラブ
奉仕出前卓話を依頼して了承の回答を受けました。
古河東 RC の柿沼さんがおいでになり、
「クラブ
の活性化」というテーマでお話しいただけること
が決まりましたので報告します。

会えた方々の優しさのお陰で今の私になりました。
日本に長い時間をいることで、日本の文化や生
活習慣を知っていることは私の強みで、日本で学
んだことや知識だけではなく、考え方も活かして、
日中交流の活動に関わり、日中友好のために、少
しだけでも、力になりたいと思います。
私は旅行が大好きで、ホテルで泊まるより民宿
で泊まることが好きです。そこで、出会える人と
交流して、話しを聞くことが大好きです。これか
ら皆さんと積極的に交流していきたいと思います
ので宜しくお願いします。ありがとうございまし
た。

本日のプログラム

第 2 回クラブ協議会
委員会事業計画発表Ⅰ
佐藤邦裕会長

米山奨学生、馬雯さんに奨学金支給
佐藤会長より 7 月
分奨学金が支給され
ました。

ビジター挨拶

馬

会員組織委員会

雯さん

こんにちは、初めまし
て、茨城大学理工学研究
科社会インフラシステ
ム科学博士後期二年、馬
雯と申します。中国河北
省邯鄲市出身です。邯鄲
市は唯一中国の戦国時
代から市名が変わって
ない市です。戦国時代の趙の首府であり、日本で
はとりわけ「邯鄲の夢」
「邯鄲の歩み」の故事によ
って有名であります。その他、コンビニで河北省
産の栗があります。皆さんはご存じですか？
2010 年の 4 月、日本に来ました。今年で 11 年
になります。人生の半分は日本で過ごしてきまし
た。最初日本に来た時、日本語はできなく、日本
の文化も知らなかったです。当時、アルバイトの
面接で、緊張して、背中に汗をかきました。何も
できない私を受け入れて、アルバイトをさせてい
ただきましたが、今から考えると本当にアルバイ

山口憲生 委員長

1. 活動方針
2021－2022 年度 RI テーマは「奉
仕しよう みんなの人生を豊かにす
る た め に SERVE TO CHANGE
LIFE」です。また第 2820 地区ガバ
ナーは、今年度の地区スローガンとして「Think
Globally, Act Locally 地球の未来を思い 地域社
会に貢献しましょう」を掲げています。佐藤会長
はこれら方針の実践をクラブ運営方針とし、特に
会員増強（かつ退会防止）
、IAC,RA 支援活性化を
掲げています。会員同士が互いを認め、尊重でき
る例会、情報集会、卓話、親睦懇親活動、プロジ
ェクトの実践を通して、新型コロナ禍で停滞気味
のクラブ活動を復興活性化させることに力を注ぎ、
かつ分区IM のホストクラブ活動及びクラブ45 周
年記念事業の成功を叶えられる組織造りを目指し
ていきたいと思います。
2. 事業計画
1）RI テーマ・地区目標に則り、奉仕活動の実践
と数値目標の達成を図る
2）会員数の増加を図ると同時に脱会防止に努める
3）特別実行委員会（IM、45 周年）へのバックア
ップ、並びにインターアクト・ローターアクトへ
の支援と交流を図る
4）
「ロータリー賞」獲得に向け、その必須項目を
実践する
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鋤柄純忠 委員長

2021～2022 年度 No. 2
2) 会員卓話は企業の情報や職業観、個人の趣味、

人生観など自由なテーマでお話しいただき会員
1. 活動方針
を知り理解するとともにお互いに信頼し合える
ロータリーは会員相互の親睦と奉
雰囲気を醸成していきます。
仕活動が車の両輪です。本年度の RI
3) 「私と RC」は会員の理解，絆に繋がる手段と
テーマは
「奉仕しよう みんなの人生
して定着しています。本年度も継続します。
を豊かにするために」です。この究極の目標達成
4) 会員卓話・
「私と RC」担当者が都合の悪くな
のために各委員会（出席会場・親睦活動・会報雑
った場合は、後の方と調整するか、プログラム
誌・プログラム）が積極的に活動できることを支
委員会に相談願います。
援してまいります。
5) 年間の例会回数は 45 回で、項目別は次の通り
2. 事業計画
です。
1）クラブ管理運営委員会を開催して 4 つの委員会
① クラブ協議会 10 回
の連携を図ります。
② 通常例会（夜間 2 回含む）
：29 回。テーマ卓話
2）例会については新型コロナウイルスの感染状況
「環境・衛生を考える」4 回。会員卓話 15 回、
を考慮しながらも、対面での実施を目標にします。 外部卓話 3 回（地区委員会、IAC,奨学生）家族
しかし、状況によってはズームなどでの例会も考
懇親例会 2 回「私と RC」は 20 回を予定してい
慮するべき事態も考えられます。
ます。
3）例会その他の機会にロータリーの各情報（クラ
③ 日帰り家族親睦会、11 月予定、今年はできる
ブの活動・地区及び RI）が確実に伝わるよう、
ことを願っています。
他の委員会や役員に働きかけます。また当クラブ
④ 特別例会 6 回（地域ボランティア・優良従業員
の活動実績を地区ホームページの「クラブだよ
表彰）IM,職場見学 1 泊例会等
り」や茨城新聞の「ロータリー情報館」などに確
6）例会とは別に理事会 13 回、情報集会 2 回を予
実に発信できるように働きかけます。さらに
定しています。
JWAY などのマスコミにも情報を提供し公共イ
2021-22 年度プログラム
メージの向上に働きかけていきたいと思います。
◆第 1 回クラブ協議会
プログラム委員会

△本年度会長方針発表

鋤柄純忠 委員長

1. 活動方針
当委員会は RI、地区、会長方針に基づきその実
現に向けて必要と思われるプログラムを作成し、
会員の皆さんと協力して活気あるクラブ活動を展
開していくことに尽力して参ります。お互いに顔
を合わせての例会開催を目指したいと思います。
なお、本年度は IM の担当クラブに当たってい
ます、また、本クラブの 45 周年記念行事も控えて
います。皆さんの一層のご協力をお願いし、充実
した年度にしたいと思います。
2. 事業計画
1) 卓話は会員卓話を基本に考えていますが、昨
年より RI の重点目標に「環境」が追加されまし
た。昨年の奉仕の扉を開くに続いて本年度は年
間テーマとして「環境・衛生を考える」にしま
した。年数回を目標にこれに関する卓話を予定
しています。
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△本年度予算説明
△前年度クラブ貢献者表彰式
△本年度プログラム発表
△結婚祝・ 誕生祝プレゼント

7月

8

◆第 2 回クラブ協議会
△委員会本年度事業計画発表Ⅰ

15

◆第 3 回クラブ協議会
△委員会本年度事業計画発表Ⅱ

22 ◇休会（定款第 6 条第 1 節（ C ） 項；海の日
29

5

◆会員卓話 鋤柄純忠会員
☆私と RC 木村昌永会員
◆テーマ卓話 「環境・衛生を考える ①」

△結婚祝・ 誕生祝プレゼント
12 ◇休会（定款第 6 条第 1 節（ C ） 項； 8/9 山の日の週
8月

19

26

◆ [ 地区クラブ奉仕出前卓話 ]

柿沼利明様

☆私と RC 五来美奈会員
◆会員卓話 額賀儀秀会員
☆私と RC 神山靖基会員
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◆臨時クラブ協議会

◆テ ーマ卓 話 「環境・衛生を考える ②」

△結婚祝・ 誕生祝プレ ゼント

9

9月

27

◆会員卓話 吉成公一会員

◆会員卓話 古川英希会員

16

☆私と RC 島田洋次会員

1月

☆私と RC 桑名智行会員

◆ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 兼第 1 分区新年会

29

ＩＡ会長・ 副会長委嘱式

◆第 7 回クラブ協議会

23 ◇休会（ 定款第 6 条第 1 節（ C ） 項； 秋分の日

7

□ホスト：日立港 RC
□開催地： 日立オリジンパーク

☆私と RC 笹尾 光会員

30

ＩＭ準備打合せ

◆会員卓話 今野紀仁会員

3

☆私と RC 岩田秀邦会員
◆会員卓話 照沼明美会員

△委員会活動中間報告Ⅱ
☆私と RC 根本成二会員
△結婚祝・誕生祝プレゼント

△結婚祝・ 誕生祝プレ ゼント

14
10 月
21

28

2 月 10

◆米山奨学生馬雯さん卓話
☆私と RC 太田秀夫会員
◆会員卓話 木村昌永会員

17

☆私と RC 藤田 博会員

24

」

◆ガバナ ー公式訪問に備えて

4

3

☆鈴木稔ガバ ナー補佐

10

◆ガバナ ー公式訪問

3月

△ガバ ナーとの協議
☆新井ガバ ナ ー歓迎例会

17

◆第 5 回ク ラブ協議会

24

△ガバ ナーを囲んでの懇親会

18

25

◆会員卓話 平田伸一会員

7

◆夜間例会①

14

◆テ ーマ卓 話 「 IAC 活動報告」

4月

◆忘年例会 18 ： 00 ～

5

23 ◇休会（ 定款第 6 条第 1 節（ C ） 項）

12

30 ◇休会（ 定款第 6 条第 1 節（ C ） 項） 1/1 元旦の週

◆第 6 回クラブ協議会

20

◆会員卓話 三田寺清会員
☆私と RC パスト会長他
◆会員卓話 勝山起一会員
☆私と RC

パスト会長他

◆会員卓話 小泉浩一会員
☆私と RC パスト会他長

◆観桜会（家族懇親会） 18 ： 00 ～
◆臨時クラブ協議会：周年行事

◆

☆私と RC 内山庄栄会員

☆私と RC パスト会長他
◇休会（定款第 6 条第 1 節（ C ）項）； 5/5 こどもの日
◆テーマ卓話 「 環境・衛生を考える ④ 」

◆職場見学会＆一泊例会 5/ （土）

5月
19

△委員会活動中間報告 1
△結婚祝・ 誕生祝プレ ゼント

◆会員卓話 平田博之会員

△結婚祝・誕生祝プレゼント

◇休会（ 定款第 6 条第 1 節（ C ） 項）

13 ◆新年例会 18 ： 00 ～
1月

21

28

ク リスマスパ ーティ家族懇親会

6

◆テーマ卓話 「 環境・衛生を考える ③ 」

△次期理事・ 役員選出
△次期役員・ 理事構成（ 案） 発表

16

☆私と RC パスト会長他

45周年記念式典開催候補日２３日（土）
☆

◆年次総会

12 月

山口彰二会員

△結婚祝・誕生祝プレゼント

△結婚祝・ 誕生祝プレ ゼント

9

◆会員卓話

31 ◇休会（定款第 6 条第 1 節（ C ）項）

☆私と RC 佐藤泰子会員

◆ 会員一言卓話 鈴木起一会員

2

夜間例会②

△結婚祝・誕生祝プレゼント

△第 4 回ク ラブ協議会
△結婚祝・ 誕生祝プレ ゼント

11 月 11

☆私と RC パスト会長他

◆会員一言卓話 小松茂一会員

◆地域ボラン テ ィア・ 優良従業員表 彰

△卓話 「

◆会員卓話 島田 裕会員

26

◆会員卓話 松橋好徳会員
☆私と RC パスト会長他
◆会員卓話 笹尾 光会員
☆私と RC パスト会長他
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が確実に実行されるようフォローしますので、皆

◆第 8 回ク ラブ協議会

2

△次年度委員会引き継ぎ
△結婚祝・ 誕生祝プレゼント

9

◆第 9 回ク ラブ協議会
△委員会活動実積報告Ⅰ

6月

16

◆第 10 回ク ラブ協議会
△委員会活動実積報告Ⅱ
◆年度最終例会 18 ： 00 ～

23

△次年度委員会最終引継
△本年度決算報告
△懇親会

30

◇休会（ 定款第 6 条第 1 節（ C ） 項）

11 月 11 日（木）新井和雄ガバナー公式訪問
1 月 29 日（土）第 1 分区 IM
4 月 23 日（土）
（予定）創立 45 周年記念事業
本年度年間テーマ「環境・衛生を考える」
出席・会場委員会

鈴木崇久 委員長

1. 活動方針
クラブ例会に於ける秩序を保ち、
SAA 活動の基本でもある、
「楽しい
例会、出席率の維持・向上と品位あ
る会場創り」に努めます。
2. 事業計画
（1）SAA
① プログラム委員会や親睦活動委員会、奉仕プロ
ジェクト委員会など、関係委員会と事前打ち合わ
せをしてスムーズで充実した例会となるように
努めます。
② 例会時の席については、毎回同じ席にならない
ように、ひたち郷土かるたを活用して会員相互の
交流を図ります。
③ 訪問ビジターには 3 分程度のスピーチをお願
いし、相互理解と親睦を深めます。
④ 外部卓話については、講師の要望を伺い適切な
卓話時間の確保と準備を行います。
⑤ 例会食事に関しては、無駄が出ないように、例
会開始 2 時間前までの「欠席の通知」にご協力を
お願いします。
（2）出席
① 例会出欠の事前確認を行いますので、会員のご
協力をお願いします。
② 「私と RC」
「卓話」は、会員の義務と認識し
て頂き、原則として年一回実施してもらえるよう
プログラム委員会と連携します。当委員会はそれ

さんのご協力をお願いします。
③ 情報集会は、親睦委員会と連携して開催します。
例会だけでは不足がちな会員同士の情報交換・親
睦、そして若手会員とベテラン会員の融和を図り
ます。昼の例会に時間の都合で欠席の多い会員を
考え、夜の例会も実施します。
④ クラブ表彰規定に基づき、年度出席率 100％会
員と「奉仕部門功労者」を表彰します。
（3）にこにこ BOX
① 例会場受付に募金箱を設置し、目標金達成に向
け会員にご芳志をお願いします。
「誕生日」
「結婚
記念日」
「卓話」
「私と RC」
「嬉しい出来事」等
メッセージを添えてお願いします。
② 家族懇親会の行事には、会員家族の募金協力を
お願いします。また出席会員のご家族に対しては
思い出に残る記念品を贈呈します。
親睦活動委員会

今野紀仁 委員長

1．活動方針
クラブ運営方針に則り、
「会員相互
の親睦と助け合いの精神を深める」
一助となる委員会活動を目指します。
1) 奉仕の心を支える友情が全会員に広がる親睦
を目指します。
2) 親睦の輪を会員家族にまで拡大させます。
3) 外部卓話講師等の積極的受入れにより、ロータ
リー活動の理解度向上とロータリアンとしての
知識の豊潤化を図ります。
4) 趣味を通じて会員、家族、ビジター相互の親睦
を深める効果的な場を提供します。
2．事業計画
1) 例会運営
・来訪ロータリアンと外部卓話講師等の外来者を
歓迎し、例会で紹介します。
・会員の結婚及び誕生を祝し、月初めの例会で記
念品を贈呈します。
・会員が少しでも多くの例会に参加できるように
夜間例会を実施します。
2) 情報集会
例会だけでは不足がちな会員相互の親睦の機
会を補うため情報集会を開催します。
3) 家族親睦会の開催
家族親睦会を開催することとし、家族参加呼びか
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けに努め、
その盛会を期するとともに奨学生、
LAC

にも参加を促します。
国際奉仕委員会

古川英希 委員長

佐藤邦裕 会長

その他のお知らせ・連絡事項
★★

本日の会場の花
¨青色のリンドウ″

1. 活動方針
新型コロナウイルス感染拡大の収
束が本格的なワクチン接種により始
まり、今年度中盤位からは、徐々に
以前のような国際奉仕活動を実施できればと思い
ます。また、このような状況の中でも、国際奉仕
への理解、親善、平和を推進する活動を模索し、
身近な地域への奉仕活動から国際的な奉仕、平和
につながる活動を実施できればと思います。
2. 事業計画
新型コロナウイルスの今後の感染拡大状況を注
視しながら以下の事業を計画しますが、会員、参
加者の安全を第一に考え事業活動を行いたいと思
います。
1）2820 地区の海外支援プログラム「この指とま
れ」に協賛し、世界奉仕事業（WCS）に参加する。
2）国際交流諸団体ならびに個人（米山奨学生等）
との接触を図り、国際交流の輪を広げるように努
力する。
3）茨城キリスト教大学などを訪れる諸外国の人々
を例会に招待し、意見交換を通して、相互理解を
深め、国際親善を促進する。
4）海外視察、海外出張をした会員の卓話を聞き国
際感覚を深める。
5）地区国際奉仕委員会と連携した諸活動について
積極的に取り組む一方、地域の高校に青少年交換
制度を PR し応募者を募る。
閉会点鐘

2021～2022 年度 No. 2

行 事 の申 込 受 付 案 内 ★ ★

◆ 情報集会
7 月 29 日（木）玉の井 18：00～
◆ 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
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！！！

花言葉：悲しんでいる
あなたに寄り添う
今後のスケジュールのご案内

8 月 5 日（木）例会 12:30～ 美かの
「環境・衛生を考える① 」
8 月 12 日（木）休会 （定款第 6 条第 1 節（C）項）
8 月 19 日（木）例会 12:30～ 美かの
「出前卓話 古河東RC 柿沼利明 様 」
「私と RC 五来美奈さん 」
8 月 26 日（木）例会 12:30～ 美かの
「会員卓話 額賀儀秀さん 」
「私と RC 神山靖基さん 」
9 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの
「環境・衛生を考える② 」

編集後記
第103 回全国高等学校野球選手権茨城大会
が本日開催となりました。会期は 7 月 8 日
から 26 日まで、98 校 90 チームにて甲子
園出場をかけて熱戦が展開されます。昨年
はコロナの影響で大会が中止となり県独
自の代替え大会となりました（ベスト 4 決
定まで）が、本大会は 2 年ぶりの一般観客
を受け入れる体制での開催となりました。
入場数に制限はありますがどうぞ球場ま
で足を運ばれてはいかがですか？我が家
においても最後の夏、大いに盛り上がるこ
とを期待しております。我が家にもコロナ
ワクチンの接種予約票がようやく届きま
した。会員の中にはすで接種を終えている
方もいらっしゃるでしょうが、一日でも早
く皆さんが接種完了となり健全な例会が
営めることを切に望みます（い）
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
松橋好徳 糸賀正俊 五来美奈
神山靖基 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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