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皆様、こんにちは。8 月 5 日の例会

より 1 ヶ月以上間が空いてしまいま

した。その間に季節は実りの秋へと移

っています。本日は新型コロナウイル

ス感染予防対策といたしまして、ハイ

ブリッド方式の例会を初めて開催させていただき

ます。システム構築頂いた方々に感謝申し上げま

す。Zoom 参加の皆様、感度はいかがでしょうか。 
本日のプログラム、会員卓話は古川会員、そし

て、私と RC は笹尾会員でございます。例会の代

名詞がいよいよ始まり楽しみにしております。 
9 月 26 日（日）に順延されておりました「茨城

海岸美化プロジェクト」は、昨日、11 月 3 日（水・

祝日）に延期との連絡がありましたのでお知らせ

いたします。 
新型コロナウイルスのワクチン接種が進み感染

者の減少傾向も見られますが、まだまだ先の見通し

のつかない日々が続いております。一日も早い事態

の収束と皆様の健康を願っております。なお、オン

ライン例会はコロナ感染症対策の一環であり、収束

後は出来るだけ会場に出席して頂けますよう、また、

早く事態が収束することを願います。 
 

 

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。 

 

 

本日の食事メニュー：弁当 
 

【ご芳志を頂いた方からのコメント】 

●佐藤邦裕さん…68 歳になってしましました。 
時の流れの速さ、人生の何と短いことかを痛

感しております。一日一日

を大切に生きねば… 
●塙宏之さん…体力を維持し

てこれからも頑張って行

きます。 

●糸賀正俊さん…いよいよ 50 代最後の一年とな

りました。この一年間を精一杯楽しみたいと

思います。 

●古川英希さん…本日、3 年ぶりの卓話です。 
よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

【受信書簡・メール】 
・茨城海岸美化プロジェクト開催延期のお知らせ 

・ハイライトよねやま 258 号 

お知らせ 

9 月 30 日（木）に予定していた新会員研修会並び

に情報集会は取りやめとなりました。 

会員数 出席数 出席率 

37 26 76.47% 

出席免除者数 前回訂正 合計出席率 

4（本日出席1名） 8 100.0% 

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 

例会報告 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  28,000 円   

本日のご芳志 11,000 円 

  トータル     533,000 円 

2021.9.16 

第 1982 回例会 

会長挨拶       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 

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 

 

 

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 

9月は基本的教育と 

識字率向上月間です 



FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 10 

 2
Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 9 月 16 日（木）号

  

 

 

 
 

茨城キリスト教学園理事長の笹尾光

です。日立港ロータリークラブの皆

様には長きに亘り学園をお支えいた

だきまして、この場をお借りして深

く感謝申し上げます。今日は良い機

会ですので、私のこと、生い立ちから前職、今の

仕事まで、かなり早回しでお送りしようかと思い

ます。茨城キリスト教学園は、大学大学院から中

学・高校、こども園まで、およそ 4000 名が学ぶ

総合学園です。2017 年、創立 70 年の年に常務理

事として着任し、2019 年から現職。経営・運営の

責任者です。私、社会人としての生まれも育ちも

テレビ業界なので、全くの異業種参入でした。 
生い立ちです  
生まれは函館です。父は旧国鉄の連絡船関係の

仕事、青函連絡船です。「津軽海峡冬景色」のアレ

です。転勤族・転校生で、函館から、やはり連絡

船が通っていた四国の高松に移り、本社がある東

京で育つという図式です。横浜が長かったですが、

今の住まいは東京。平日は水戸で 60 歳代にして初

の単身赴任。自炊していると言うと私を知ってい

る人はみな驚きます。それは私が通っている横浜

指路教会というプロテスタントの教会で、明治初

期にヘボン式のローマ字で有名なヘボンさんが創

設に関わったところです。 
最近の趣味は、50を過ぎて始めた着物とバイクで

す。残念ながらどちらもあまり実践できていません。 
大学を卒業して日本テレビに入りました。 
スマホも携帯もネットもない、テレビがまだキラ

キラしていた良い時代に、とにかくいろいろな経験

をさせてもらいました。入ったときは報道の記者で

警視庁記者クラブなど、事件事故の担当です。そし

て制作、様々な番組を作りました。（＊参考資料）

今も残っているのは「ズムサタ（土曜朝のズームイ

ンサタデー）」。この番組は自分が立ち上げたもので

す。編成・マーケティング・番組を決める・聴率三

冠王など他の局と闘う部門。アナウンス部長。その

後、著作権など、権利関係の責任者。BSの役員を

しながら民放全体の交渉事など行っていました。民

間放送ですから、日立港RC にも多くいらっしゃる

日立製作所、日立グループのような大きなスポンサ

ーの方々が支えてくださって、ともに作ってきたメ

ディアだと思っています。 
転職の経緯は・・・ 

60 歳で定年を迎えるにあたり、当時のイバキリ

の理事長で、現在、総長をしている細川は、元、日

テレの社長・会長を務めた人で、かたや長くイバキ

リの”学外監事”として学園と深くかかわってきた

人なのです。彼は私がクリスチャンであることを覚

えていて「やってみないか？」と声をかけてくれた

のがきっかけです。全くの異業種で躊躇もありまし

たが、私が生まれるずっと前に亡くなった祖父は教

育者で、ミッションスクールの校長などをやってい

たこともあり、何か強い縁を感じ、背中を押される

ように、お受けしたというのが経緯です。 
大みかに来てみて ～驚いたのは 
キャンパスの広大さ、緑の豊かさ、そして青空

の美しいこと！ 学生たちはとても真面目。自分

が学生の頃と全く違う！しっかりした地元志向が

ある。たまげたのはキアラ館礼拝堂！私は番組で

紹介するほど建築は好きですが、初めて見て、絶

句するほどの名建築。今も建築を学ぶ学生が見学

に来ます。大切にしていきたいです。 
学園の目標は、キリスト教の隣人愛に基づいた、

未来を見据えた特色ある教育を提供し続けること。 
それに尽きます。私立学校には公立と違って建

学の精神があります。それをシンプルに表現しよ

うとスクールモットーを作りました。「Peace 
Truth LOVE」このポスターはCG ではなく実際

に水木の海岸で撮影した日の出です。平和と真理

と愛、この三つの言葉は学園が創設からずっと求

め続けてきたのもので、それはこれからも変わら

ず、学園に学ぶ者ひとりひとりが身につけていく

ものです。私には夢があって、地域との境目がな

くなるほどの一体感を作っていきたい。地域に育

てていただいた学園、いろいろと恩返しをしてい

きたいと思っています。  
大甕駅西口の整備が完成して学園の新正門とつ

ながり、駅から 1 分が現実になりました。HP に

は女子高校生が本当に 1 分でたどり着けるか検証

した可愛い動画も載っています。駅の出口の名称

を各所に頼み込んで「西口・学園口」としていた

だきましたが、今思えば、本来は「西口・みかの

口」とすべきところでした（笑）。   

私と RC         笹尾 光 さん 
『 自己紹介 』 

本日のプログラム 
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会員卓話        古川英希 さん 
『 私のロータリー歴について 』 

県北地域は人口の減少が続き、学園を取り巻く

状況は厳しくなる一方ですが、そんな中で、来年

は高校と大学の新校舎が建ちます。今、両方いっ

ぺんに工事をしています。大学の最上階からは太

平洋が一望できます。そこに、地域の方々、社会

人の学びの場、専用の教室も準備しています。 
完成が近づきましたらお招きしますので、ぜひ

楽しみになさってください。 
本日はありがとうございました。 

参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 

職業分類 土木    
生年月日 1965 年(昭和 40 年) 

5 月 31 日 56 歳 
ロータリー歴   

日立港RC入会 2006年12月21日(会長 福丸隆文） 
2009－10 年度 親睦活動委員長   
2011－12 年度 会場監督(SAA)   
2012－13 年度 国際奉仕委員長   
2013－14 年度 クラブ管理運営委員会  
2014－15 年度 幹事 (会長 額賀儀秀）  

第一分区ガバナー補佐 山口憲生 
2015－16 年度 職業奉仕委員長   
2016－17 年度 会長エレクト   
2017－18 年度 会長  幹事 小泉 浩一  
2018－19 年度 クラブ管理運営委員会  
2019－20 年度 幹事 (会長 糸賀正俊）  
2020－21 年度 国際奉仕委員長   
2021－22 年度 国際奉仕委員長   

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 
2018 年 9 月以来、3 年ぶりの卓話となります。 

本日は、日立港RC に入会してからのロータリ 
ー歴をたどりながら、思い出等をお話ししたいと

思います。私が日立港 RC に入会したのは、現況

報告書によると、2006 年 12 月 21 日（クリスマ

ス例会）となっております。    
入会してもれなく親睦活動委員会に配属され、

昼の例会の出席率は月 1-2 回程度でしたが、情報

集会にはほぼ毎回出席し、先輩方に誘われるまま

2 次会、3 次会と参加しておりました。2009-10 年

度に親睦活動委員長となり、例会時の座席が指定

席になるのをきっかけに昼間の通常例会にも積極

的に参加するようになり、以来、出席率も毎年

100％を達成しております。2011-12 年度は、会場

監督(SAA)を依頼され、日立港RC 創立 35 周年記

念式典の司会を経験させていただきました。  
また、2012-13 年度国際奉仕委員長の時は、茨

城キリスト教大学に、毎年短期留学生として来て

いるオクラホマクリスチャン大学の留学生を例会

に招待し、歓迎例会の開催や日立製作所大みか事

業所の工場見学を実施、留学生との交流活動をク

ラブとして行ないました。その他、茨城キリスト

教学園インターアクトクラブとの共同事業として、

海岸清掃、南ひまわり学園交流会等、現在では行

われていない事業も行われていました。   
2014-15 年度は、額賀会長のもと、クラブ幹事

を経験させていただきました。この年度は当クラ

ブより山口憲生会員が第一分区ガバナー補佐を務

められ、インターシティーミーティングや、分区

の親睦ゴルフコンペのホストクラブとしての準備

に奔走いたしました。    
 2017-18 年度は、当クラブの第 42 期の会長を務

めさせていただき、7 月の年度初めの例会では、

当時の会員増強委員長だった鈴木道明さんのご尽

力により、7 名の新入会員(交替会員 3 名含む）の

入会があり、2018 年 5 月に開催された地区大会に

おいて、保延ガバナーより会員増強優秀クラブと

して表彰されました。  
 2019-20 年度は、糸賀会長のもと、2 度目のク

ラブ幹事を経験させていただきましたが、年度後

半からの新型コロナ感染拡大により、残念ながら、

奉仕活動、親睦活動事業が軒並み中止となってし

まいました。2020-21 年度、21-22 年度は、小泉

会長、佐藤邦裕会長のもと、国際奉仕委員長を仰

せつかっております。国際奉仕委員会の主な活動

としては、例年通りの世界社会奉仕活動(WCS)『こ

の指とまれ』への協賛等がメインとなっておりま

す。また、昨年の小泉年度から日立港 RC ゴルフ
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同好会幹事として、OB 会員を含めた親睦ゴルフ

コンペを開催させていただいております。こちら

も新型コロナの影響でなかなか予定通り開催でき

ませんが、会員相互の親睦と友情を深める行事と

して引続き開催していきたいと思いますのでご協

力よろしくお願いします。 以上で私のロータリー

歴に関する卓話を終了したいと思います。雑駁な

話で申し訳ございませんでした。   
 
閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 

米山奨学生 馬雯さんの近況報告 
先月の近況報告と同じ状況で、読書、映画を見る

ことなどやっています。何も面白い話がなかったの

で、今回、本の紹介を致します。有名な本で、皆様

を読みになっている方々が多いかもしれません。勉

学とは言えないですが、ロバートトオル清崎の本

「お金持ちお父さんの投資ガイド 上級篇ー起業家

精神から富が生まれる」英語は「Rich Ⅾad and 
Pool Ⅾad」を読みました。この本をまとめると、 
1、適切な仕事につく。2、貯金する。 
3、貯金したお金で良い資産を得る。 
4、適切な仕事が見つからないとき、お金を節約し

て貯金する。 
5、良い資産があれば働かなくでもお金が入る。 
6、資産を活かして得たお金で創業する。 
7、お金に困らず裕福になる。 
以上になります。 
ロータリーアンの皆様、いい本がありましたら、 

どんな本でも勧めていただければ、うれしいです。 
今月は中国の中秋節です。旧暦の8月15日です 

が、日本では9月21日です。月

餅を食べる慣習があります。月餅

を作りましたが崩れまして味も少

し違います。失敗しましたが、写

真を送付いたします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    今週の会場の花 

″クジャクソウ ″   

花言葉：いつも愉快 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★  行事の申込受付案内 ★★  

◆ 秋の親睦ゴルフ大会 

10 月 31 日（日）グランドスラム CC 

◆ 茨城海岸美化プロジェクト 

11 月 3 日（水・祝日）伊師浜海岸 

予備日 11月 14 日（日）  

  再度、参加の出欠を確認しますので、 

事務局まで連絡をお願いします 

◆ 第一分区 RC親睦ゴルフ大会 

11 月 14 日（日）日立高鈴ゴルフクラブ 

編集後記 
県下に緊急事態宣言が発令、更には期間延

長の中、久しぶりの例会が開催された。

ZOOMを取り入れてのハイブリッド例会で

ある。我が家の子どもたちにはリモート授

業・講義やテレワークといった機会が以前

から浸透しているようだが、自身はテレワ

ークの必要性もなく初めての機会であっ

た。やってみると難なくZOOM例会に参加

できた。とはいっても例会場での参加とあ

って臨場感は感じられなかった。次回の例

会はあえて会場に足を運ばず、自室での参

加を試みても良いかと思う。◇以前にも書

いたが、痛風の発作で一月半禁酒と食事制

限。その後朝食は野菜ジュース、ヨーグル

ト、ゆで卵。昼は牛乳とプロテインバー。

夜は飲酒と温野菜と好きなものを食う。結

果、体重は10kg減を維持している。体調も

すこぶる良く快眠である。病転じて健康体

へ。次の課題は筋力UPと行きますか！（い） 
10 月 7 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話   照沼明美さん」 

10 月 14 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「卓話      米山奨学生 馬雯さん」 

「私と RC    太田秀夫さん」 

10 月 21 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話   木村昌永さん」 

「私と RC    藤田 博さん」 

今後のスケジュールのご案内 


