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新型コロナウイルス感染症対策の

「緊急事態宣言発令」は、本日、30 日
をもって全面解除が決定されました。

人々の行動制限が緩和され、経済活動

が活性化される事に期待するところであります。

我々ロータリークラブにおきましても、本年度最

大イベントであり、二度順延された海岸清掃美化

プロジェクトは、11 月 3 日（水・祝）に決行でき

る事と思います。 
また、インターシティミーテングは、幹事クラ

ブとして、滞りなく準備していかなければなりま

せん。会員の皆さんの協力をお願いいたします。 
とは言っても、コロナウイルスがゼロになった

訳ではなく、十分な感染対策をとり、Zoom（ハイ

ブリッド方式）例会も継続して、イベント等も行

ってまいります。国政においても岸田総裁が選出

され新たな政策運営が行われることと思います。 
時の移り変わりの早さを感じます。 

【天高く馬肥ゆる秋】 
食べ物、酒、も旨い、食べ過ぎ飲み過ぎに注意

して楽しい秋を楽しみましよう。 
 

 

開会点鐘  佐藤邦裕 会長 
R ソング  「我等の生業」 
 

 

 米山奨学生 馬雯さん（Zoom 参加） 
ようこそいらっしゃいました。 

 
 
 
 
 

本日の食事メニュー：弁当 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受信書簡・メール】 
・第一分区第 2 回会長・幹事会開催のご案内 

・みなみひまわり通信 9 月号 

 
【米山記念奨学会委員会   太田秀夫 委員長】 

10 月の米山月間は、日本独自の特別月間です。

クラブはこの月に特に米山奨学事業の意義を深 
く認識し、寄付金を募る活動をします。当クラブ

も来週の例会時にお願いの手紙をお渡ししたいと

思います。本日配布された米山の冊子に載ってい

ますが、米山記念奨学会学友会は、元米山奨学生

と現役奨学生、そしてロータリアンとの親睦を深

め、公益法人ロータリー米山奨学会の事業の発展

及び世界の平和の発展に寄与することを目的とし

ています。学友会は学友とロータリアンと現役奨

学生との交流を深めるため、元奨学生とロータリ

会員数 出席数 出席率 

37 24 70.59% 

出席免除者数 前回訂正 合計出席率 

4（本日出席1名） 10 100.0% 

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 

１０月は経済と地域社会の 

発展月間 / 米山月間です 

例会報告 

委員会報告   

目標 1,408,000 円 

  本日のご芳志  0 円 

    トータル   533,000 円 

2021.9.30 

第 1983 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 
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会員卓話        今野英仁 さん 

アンと現役奨学生が一緒に参加できる活動を企画

しております。月間中、米山奨学生や会員の卓話

を聞き、更に奨学会から提供される資料で米山奨

学生や学友会の活動を知ることができます。10 月

14 日（木）の例会プログラムとして、米山奨学生

の馬雯さんが卓話を行います。特別寄付のご賛同

よろしくお願いします。 
【第一分区親睦ゴルフ   古川英希実行委員長】 
日立港 RC 秋の親睦ゴルフ大会が 10 月 31 日

（日）グランドスラムCC で開催されます。10 月

上旬までに申し込みの連絡をお願いします。また、

11 月 14 日（日）に開催されます第一分区親睦ゴ

ルフ大会の申し込みは 10 月 4 日（月）となって

いますので、事務局まで連絡をお願いします。 
 
 
 

 自身の職業について 

 卓話を行いました。 

 
 

 
閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

今週の会場の花 

″スプレーカーネーション¨ 

花言葉：美しいしぐさ 

 
 
 
 
「ロータリデー奉仕デー」 
地球環境保全グローバルプロジェクト 
寄稿者：新井和雄 

（国際ロータリー第 2820 地区ガバナー） 
投稿日 2021 年 9 月 20 日 
  

2021 年 9 月 12 日、国際ロータリー第 2820
地区（茨城県）の呼びかけに、世界各地のロー

タリークラブが呼応し、それぞれの国のそれぞ

れの地区で市民と共に、海岸や河川や湖沼を綺

麗にするプロジェクトを行いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         第 2500 地区（北海道） 
地球環境の危機 
 私たちの生活を支える社会経済システムは、

近代化が進み人間社会は成熟し安定している

ように見えます。しかしながら、発展途上の国

では開発を急ぎ、先進国ではさらに便利な生活

を求め、拡大し続ける人間活動は、自然界へ過

大な負荷を与えています。たとえば産業革命以

降、人間社会が排出してきた温室効果ガスが気

候変動を誘引し、世界各地で 10 年に 1 度、あ

るいは 50 年に 1 度といわれる大災害が毎年の

ように発生するようになりました。さらに、プ

ラスチックごみによる海洋汚染は、生物多様性

の損失や食物連鎖による健康被害をもたらし

ています。このように地球環境は危機的に変動

しており、文明社会の持続可能性を脅かしてい

ます。 
第2820地区の環境保全は“Think Globally, Act 
Locally” 
 地域社会に貢献することは、地球環境を改善

する効果があります。例えば下館ロータリーク

ラブは、遊水池の周りに植樹した 300 本のロー

タリー桜や、街道沿いに植樹したサザンカ並木、

そして県内各地の公園に植樹した桜を長年に

亘り管理しています。これらの樹木は、年間約

300 トンの CO2 を吸収して地球温暖化の抑制

に寄与しています。また高萩ロータリークラブ

は、毎年海岸清掃を行っており、約 1 トンのプ

ラスチックゴミを回収し、太平洋のマイクロプ

ラスチックをはじめとする海洋汚染の抑制に

寄与しています。このように、各地のロータリ

ークラブが行うローカルな活動は、たとえ僅か

でもグローバルな環境の保全に効果をあげる

ことができます。 

本日のプログラム 

マイロータリーより ロータリーボイス  

世界で行動する人びとの体験ストーリー 
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第 2820 地区（茨城県） 
 
地区の「ロータリー奉仕デー」が予期せぬ展開に 
  

本年 1 月に、第 2820 地区は「ロータリー奉

仕デー」として地区内 55 クラブが参加し茨城

県の海岸を清掃するプロジェクトを企画しま

した。そこで、2021 年 2 月の国際協議会に参

加した私は、まず日本の同期ガバナーに第 2820
地区ロータリー奉仕デーの計画を紹介し、「皆

さんも一緒にやりませんか？」とお誘いしたと

ころ、多くの同期ガバナーが賛同してくれまし

た。勢い余って、世界各地の同期のガバナーに

も問いかけたところ、多くの国の同期ガバナー

の賛同を得ることができました。そして、9 月

12 日にグローバルな「ロータリー奉仕デー」と

して、世界各地のロータリークラブが、市民と

共に、それぞれの国の、それぞれの地区で、海

岸や河川や湖沼の清掃活動を行うことになり、

最終的に 245 団体（地区・クラブ・RC ファミ

リー・各種団体・個人）から 3 万 2 千 857 人の

参加登録がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第 5890 地区（アメリカ） 

インパクト 
 今回、世界各国から 3万人を超える参加者が、

海岸・河川・湖沼の清掃を行い、直接的に地球

環境を改善する効果をあげました。しかし、こ

のプロジェクトの大きな目標はもっと先にあ

ります。それは、ゴミを拾った一人ひとりが「な

ぜ、このゴミはここに来てしまったのか」それ

ぞれに考えてもらい、少しでも地球環境問題に

意識を傾けていただき、日常生活の行動に小さ

な変化をもたらすことです。その一人ひとりの

行動変容は、どのような高度な技術開発より地

球環境保全へ貢献する効果があるものと信じ

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2232 地区（ウクライナ） 
 
ロータリーが環境の保全に取り組むことの意義 

 
地球環境問題の中心にある大気や海洋はグ

ローバルに繋がっています。言い換えれば国境

を越える問題であり、国家の安全保障としては

取り組みにくい問題です。他方グローバルガバ

ナンスで行動するロータリーはポリオ根絶へ

の貢献が示すように、地球全体を見渡しながら

人間の安全保障に取り組むことができます。そ

して、時に経営と環境問題の拮抗関係が取りざ

たされますが、会員の多くが経営者であるロー

タリーは、7 つ目の重点分野に環境を採択し活

動を始めました。これは、社会のリーダーたち

が環境問題に正面から取り組まなければ、持続

可能な社会経済の発展は不可能なこと、そして

ロータリアンが最も力を発揮できる分野であ

ることを示しているのだと思います。 
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第 3292 地区（ネパール） 
 
新たな視点 

これまでロータリーは、同じ時代に生きる人

たちに、教育や医療、そして地域経済への支援

を通じて、ロータリーの援助を必要とする人々

の人生を豊かにしてきたのだと思います。他方、

今回取り組んだ地球環境問題の被害は、数十年

後か、場合によっては数百年後に生きる人たち

にまで及びます。つまり、ロータリー7 つ目の

重点分野「環境」は、未来の人たちが幸せに生

きるための地球環境を損なうことがないよう

に、現世代に生きるロータリアンが自分達の行

動に責任を持つ活動です。したがって今回の地

球環境保全プロジェクトは、世代間の公平さと

いう視点がとり入れられています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★  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）  

◆ 新井和雄ガバナー公式訪問 

11 月 11 日（木）美かの 12：30～ 

  クラブ協議会 （役員・理事・該当委員会） 

同      美かの 14：00 

 ◆ 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 

 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！！！ 

11 月 11 日の例会はガバナー歓迎例会で

す。皆さんで歓迎しましょう。 

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 
18 年前の秋、大阪の母から突然の電話、「京

子が出て行ってしまってん。」京子とは、

当時実家に出戻り、暇に任せて技能実習生

に日本語を教えるボランティアをしてい

た姉です。そこで知り合った一回り以上若

いインドネシア人男性と付き合い始め結

婚したいと言い出したそうです。両親の反

対にあって技能実習が終わったタイミン

グで、二人でジャカルタに家出してしまっ

たとのことでした。それから約半年後、2

階のベランダで洗濯物を干しながら、遠く

に見えるアパートの階段を行き来する女

性の姿に母は家出した我が娘の姿を重ね

るのでした。ある日の夕方、あのアパート

の女性と目があった気がした母は思わず

叫んだのでした。「お父さん、ちょっと来

て。あれ京子ちゃうか！」「ほんまや、あ

れ京子やな！」ホントにそれは京子でし

た。いつの間にか帰国して実家のベランダ

から見えるアパートに住みだしていたの

です。今では姉も 17 歳の息子の親として

家族 3 人幸せに暮らしています。母や姉の

人生を思うと、島倉千代子の歌と被りま

す。人生いろいろ ♪すっかり秋です。（か） 

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」 

10 月 28 日（木）例会 12:15～ 美かの 

「地域ボランティア・優良従業員表彰」 

 「卓話     検討中 」 


