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皆様こんにちは。前回の例会におい

て（Zoom System）の音声トラブル

がありました事、申し訳ございません

でした。今回の音声、映像はいかがで

すか? それではよろしくお願いします。 
今月はポリオ撲滅月間であります、ロータリー

活動の大きな柱でもあり、世界でも残すところア

フガニスタン、パキスタンの 2 か国だけとのこと

です。その内、アフガニスタンでありますが、8
月のアメリカ軍の撤退から国内情勢の混乱は目を

疑うばかりです。メディアからの情報ですが、警

察、国軍が市民に銃を向け闊歩している光景は、

国民、市民を守る目的が完全に反対方向に向いて

しまっているように思えてなりません。 
女性に対する教育、人権も宗教を理由に封じ込め

られてしまっているように思えます。その中、ポリ

オ根絶に向けてのロータリー活動が危惧されてな

りません。RI の方法を見守るばかりです。アフガ

ニスタンの情勢が早く平常になり、私たちロータリ

ーの支援が必要な所に届く事を願っております。 
2019 年 12 月、73 歳で亡くなった中村哲医師の

アフガニスタン、パキスタンでのボランラィア活動

目的は「自立するための支援」。ポリオの残る 2 ヶ

国で身を持っての活動は只々頭の下がる思いです。 
 

 
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」 
唱和    「四つのテスト」 

 
 
 
本日はいらっしゃいません。 
 
 

今野英仁さん（ 1 日） 
鈴木起一さん（20 日） 
島田 裕さん（21 日） 
平元淳治さん（22 日） 

 
 

 
鋤柄純忠さん（ 5 日） 
菅原光雄さん（ 7 日） 
今野英仁さん（17 日） 
根本成二さん（26 日） 

 
2020-21 年度ロータリー賞（ゴールド）受賞 

2020-21 年度小泉会長

に表彰状が授与されまし

た。 
 
 
 
 
 

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】 

会員数 出席数 出席率 

37 25 71.42% 
出席免除者数 前回訂正 合計出席率 
（本日出席 2 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 

2021.10.7 

第 1984 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 

2021-22年度ＲＩ会長 シュカール・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） 

会長挨拶       佐藤邦裕 会長 

例会報告 

本日のビジター紹介    今野紀仁 親睦活動委員長 

今月の誕生日祝い     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 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１０月は経済と地域社会の 

発展月間 / 米山月間です 
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●今野紀仁さん…家族と一緒に居る時間が多くな

り喧嘩も多くなりましたが、仲良く入られて

います。 
●平元淳治さん…ありがとうございます。52 歳に

なります。昨年から御朱印集めを始めました。

きっかけは鹿島神宮でアントラーズ御朱印帳

が発行されたから。緊急事態宣言も解除され

ましたので、小旅行気分で再開したいと思っ

ています。 
●鋤柄純忠さん…49 回目です。金はゴールドでは

なく通過点と感じるようになりました。我慢

の女房に感謝です。 
76 歳になりました。もう少しお付き合い 

をお願いします。週 2 回のラウンドを続けた

いと思っています。（9 月誕生祝い） 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.10 月ロータリーレート 1 ドル=112 円 
・米山記念奨学会日本文化体験研修の案内 
・2020-21 年度池田正純直前ガバナー事務所継続の

ご連絡（海岸清掃美化プロジェクトの実施が 11 月

3 日に延期になったため） 
・ザ・ロータリアン 10 月号 
・太陽の子 秋の号 

【理事会報告】 
[審議議案] 
1. 9 月度出席率  100.0% 
2. 地域ボランティア、優良従業員推薦依頼について  
10/7 現在 優良従業員 1 名（アイ・イー・シー） 
地域ボランティア 1 名（大みか学区コミュニティ推

進会） 
3.ガバナー公式訪問日程（案）・クラブ協議会時間割

（案）について                      
4.10/14 例会以降の会食方法について 

[審議結果] 
審議 1.2.3 承認 
審議 4：10/14 例会から通常会食。希望者は持ち帰

り弁当とする 
[その他] 
鈴木ガバナー補佐： 

11 月 3 日（祝・水）に海岸清掃美化プロジェクト

が実施できない場合でも、11 月 14 日（日）の第一

分区親睦ゴルフ大会を優先し実施する。 
・11 月 3 日（祝・水）美化プロジェクトで、インタ

ーアクトクラブがポリオ根絶募金活動を行う予定。 
インターアクターの参加者は 3～4 名程度。詳細は菅

原インターアクト委員に確認し、当日の準備を行う。 
佐藤会長： 
・本日の例会後、藤田 IM 実行委員長、山口会長エ

レクトと私でひたちオリジンパークを訪れ、挨拶と

IM の打ち合わせをする。 
・7 月の佐賀・長崎豪雨災害義援金、会員一人当た

り 1,000 円、合計 37,000 円を 2820 地区に振込む。

（社会奉仕委員会）  
照沼職業奉仕委員長： 
現在、アイ・イー・シーから優良従業員表彰候補

者 1 名。大みか学区コミュニティ推進会から地域ボ

ランティア表彰の候補者 1 名の推薦があった。締め

切りは 10 月 15 日なので推薦をお願いしたい。 
鋤柄プログラム委員長： 

10 月 28 日（木）例会の卓話者について 
プログラムは地域ボランティア・優良従業員表彰。

山口会長エレクトから推薦された外部卓話者に依頼

する。 
 
【米山記念奨学会委員会   太田秀夫 委員長】 
本日、米山記念奨学会特別寄付お願いの手紙を

お渡ししました。米山記念奨学会の寄付は普通寄

付と特別寄付があり、普通寄付の 5,000 円は皆さ

んの会費から出金していますが、特別寄付は任意

となっています。今年度、当クラブはマブンさん

の世話クラブとなっています。寄付金が少ないと

世話クラブになれません。今年度、第 2820 地区

の米山奨学会寄付目標は会員一人当たり 25,000
円（普通寄付5,000 円+特別寄付 20,000 円）です。 

10 月は米山月間となっていますので、できれば

今月中の寄付申込のご協力をお願いします。 
【職業奉仕委員会   照沼明美 委員長】 

10 月 28 日（木）に開催されます、地域ボラン

ティア並びに優良従業員被表彰者のご推薦をお願

いします。締め切りは 10 月 15 日（金）です。 
【鈴木稔ガバナー補佐】 

IM で講演予定の国境なき医師団から連絡があ

り、我々は会場参加ですが、講演はオンラインで

行うことになりました、詳細は後日となります。 
 
 
 
 
 

委員会報告   

目標 1,408,000 円 

 本日のご芳志 12,000 円 

     トータル  545,000 円 

本日のプログラム 

会員卓話           照沼明美さん 

『 我が家の自宅をご紹介 』 

 

報告                  佐藤邦裕 会長 
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私は、保険の営業を 29 年続けております。 
現在、AIG 損保の社員で、大同生命、FWD 富

士生命の代理店として、生損保扱っております。 
コロナ前は、週3回、水戸市役所付近にあるAIG

損保の会社に出社しておりましたが、昨年コロナ

の影響で、自宅で仕事をするようになりました。 
1 年半以上会社に出社せず、リモートでの朝礼、

研修をしております。そのため、自宅を事務所と

して使いやすいようにプリンターを置き換え、書

類の収納場所を作り、お客様がいらして、心地良

くしようと、観葉植物を置いてみたら、雰囲気が

良くなり、あちこち観葉植物だらけになりました。 
空気が爽やかです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
窓辺には、花壇に置くソーラーの部分を利用し

て、夕方には、とても綺麗な光を楽しんでいます。

朝は、窓辺に置いたクルスタルが朝日に反射して、

天井に、虹色の輝きが現れ、綺麗だな~と感激し、

幸せになります。朝 10 時くらいまで楽しめます。

私の事務所の隣が駐車場で、車は 5 台程止められ

ます。隣の家を、最近購入することになり、主人

がこれから自分の憩の場に改装しますので、楽し

みです。事務所から 30 メートル離れたところに、

別宅があります。平成 20 年に、両親を面倒みるた

めに建てましたが、両親が亡くなり、今は、主人

と、24 才息子が生活しています。息子は消防士で、

職場でご飯を作ることから、レパートリーが多く、

さっと食事の用意をしてくれて「食事出来まし

た！」と声をかけてくれて、私は、ご飯をいただ

きに行きます。ありがたいです。 
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息子の家に行く途中に花壇があり、季節の花が咲

き、ここからは海が見えます。散歩する方が、「こ

こは気持ち良いですね、楽しませていただいてま

す」と声をかけてくれます。このような環境で、

在宅で仕事をしております。どうぞ、お気軽にお

寄りください。今、コロナ禍で、経済的な不安か

ら、保険の見直しを考える方が多いです。安くて

内容が充実しているものを求めています。その気

持ちに添えるよう、一緒に考えるのが大切だと思

っています。今日は、ありがとうございました。 
 
閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
ゴルフを始めて早4年。トレーニング用品を

ついつい買ってしまう私。まず初めに買った

のは「背中の筋を伸ばして飛距離アップ」と

いう∞（無限）型のゴムチューブ。しかし

ある日、やりすぎて筋を痛めトラウマとなり

それ以来ゴルフバックの底にステイ。次は、

体幹を鍛える円盤ボード。シングルプレーヤ

ーのご婦人に勧められ即購入。「最初は不安

定だけど、これに乗ってスィングできる様

に」との事。乗るだけはクリア。スィングな

んて危ない危ない。ご察しの通り私が乗る事

はなく、今ではお部屋のオブジェ。次に買っ

たのは、「つけるだけでパターの入りが良く

なる」との謳い文句に惹き付けられ、衝動買

いしてしまった足の指に付けるゴム。痛すぎ

て3日で断念。もはや今どこにあるかもわか

らない。またまた最近買ったのが、筋膜を剥

がし、ほぐす為の固い棒。今度こそ良い感

じ！と思っていたら、早速息子2人は投げ合

って遊んでいて、もう既に嫌な予感。懲りな

い私ですが、良いグッズがあれば是非紹介し

てください。（ご） 

その他のお知らせ・連絡事項   

今後のスケジュールのご案内 

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 」 

11 月 4 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「ガバナー公式に備えて」 

11 月 11 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「新井和雄ガバナー公式訪問」 

 

★★  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！！！ 


