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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
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佐藤泰子さん（16 日） 
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笹尾 光さん（27 日） 
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藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
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会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
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1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され
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ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた
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た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック
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編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 



FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 16 

 3
   Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 11 月 4 日（木）号 

 
 
 
 
 

 
（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
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ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており
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編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 
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●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 



FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 16 

 3
   Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 11 月 4 日（木）号 

 
 
 
 
 

 
（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通
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江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
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編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ
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式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に
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訪問に備えて対応してください。    
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″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
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小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
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【ご芳志を頂いた方からのコメント】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 
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会長挨拶       佐藤邦裕 会長 
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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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
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10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
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編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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いられるよう頑張って行きたいと思います。 
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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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 



FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 16 

 1
   Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 11 月 4 日（木）号 

 

 

 

 

昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 



FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 16 

 3
   Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 11 月 4 日（木）号 

 
 
 
 
 

 
（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 



FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 16 

 1
   Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 11 月 4 日（木）号 

 

 

 

 

昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 16 

 4
   Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 11 月 4 日（木）号 

発刊：日立港ロータリークラブ（翌例会日） 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 



FOUNDED 1977.5.26                        2021～2022 年度  No. 16 

 3
   Hitachi-Ko Rotary Club 2021 年 11 月 4 日（木）号 

 
 
 
 
 

 
（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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昨日は 2820 地区本年度最大イベン

トの茨城海岸美化プロジェクトが秋

晴れの中で行われました。皆様ご苦労

様でした。海水浴シーズンから 3 ヶ月

過ぎているからか、日本人のマナーの

良さか、ゴミが少なく感じたのは私だけでしよう

か?啓蒙活動として非常に意義のある一日であっ

たと思います。次の当クラブの行事はガバナー公

式訪問です。各委員長、もしくは代理の方は現況

報告書を一読し、本日卓話の鈴木ガバナー補佐に

アドバイスを受け、来る 11 月 11 日（木）の公式

訪問に備えて対応してください。    
     今週の会場の花 

″ぺプリカム″花言葉：きらめき 

 

 

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。 
 
 
鈴木 稔さん（ 1 日） 
平田伸一さん（14 日） 
佐藤泰子さん（16 日） 
山口憲生さん（26 日） 
笹尾 光さん（27 日） 

 

 
 

 
小松茂一さん（ 1 日） 
小泉浩一さん（ 1 日） 
藤田 博さん（12 日） 
三田寺清さん（18 日） 
木村昌永さん（19 日） 
額賀儀秀さん（20 日） 
島田洋次さん（21 日） 
佐藤邦裕さん（25 日） 
 
 

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】 
●小泉浩一さん…結婚34年を迎えました。素敵な花

をありがとうございました。また来年も変わらず

いられるよう頑張って行きたいと思います。 
●藤田博さん…38 年が経ちました。これからもよ

ろしくと思っています。 
●額賀儀秀さん…今年も何事もなく結婚記念日を

迎えることができます。これもひとえに妻と

家族のお陰と感謝です。 
●佐藤邦裕さん…健康に注意して、これからもよ

ろしくです。 
●鈴木稔さん…コロナに翻弄されて、生き足らなかっ

て73歳…74歳は倍返しで二年分生きてやる！ 
●佐藤泰子さん…還暦を迎え早一年が過ぎようと

しています。好きな映画「007」の″NO TIME 

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 
（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 

例会報告 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
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10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
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編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 
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R ソング  「奉仕の理想」 
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いられるよう頑張って行きたいと思います。 
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迎えることができます。これもひとえに妻と
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ろしくです。 
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■ 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 

2021.11.4 

第 1988 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 

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      佐藤泰子 SAA 

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い   今野紀仁 親睦活動委員長 

１１月はロータリー財団月間です 
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TO DIE″の気持ちで…まだまだ新しいこと

にチャレンジしたいなと思います。 
●山口憲生さん…12月7日いよいよ高齢者認知機

能検査となりました。 
●ゴルフ同好会…ゴルフコンペ多数参加ありがと

うございます。次回もよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2021.11月ロータリーレート 1ドル= 114円 
・東海那珂RC創立35周年記念式典ご案内 
・地球環境保全グローバルプロジェクト報告会の報告 
・広報誌「スポ・レクひたち」の送付 
・みなみひまわり通信11月号 

【理事会報告】 
[審議事項] 
1. 10 月度出席率  100.0%              
2.プログラム変更 

11/18（木）会員卓話 平田伸一さん欠席→  
11/25（木）夜間例会開催の有無と会場について 
プログラム 会員一言/ 鈴木起一さん欠席 
→ 五来美奈さんに変更 

3.12/16（木）クリスマス例会開催の有無と会場に

ついて 
4.2022-2023 年度地区役員推薦について      
5.勝山起一会員の退会について 

[審議結果] 
審議 1.承認 
審議 2.11/18（木）例会 

会員卓話 平田伸一さん→山口憲生さんに変更 
 11/25（木）夜間例会は昼間の例会に変更 
 プログラム 鈴木起一さん→平田伸一さんに変更 

審議 3.開催の有無は、12/2 の理事会で審議する。 
審議 4.太田秀夫さんを推薦する。（インターアクト委員） 
審議 5.保留 
 
 
 
 
 

新井和雄ガバナー公式訪問に 
先駆けてのクラブ事前訪問に 
あたり 

 
 
 
 
 
 
1．新井和雄ガバナーの地区スローガン 
 
 
 
 
 
2．第一分区の課題、行動計画、目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志 24,000 円 

    トータル   553,000 円 

本日のプログラム 

第一分区ガバナー補佐 鈴木 稔 さん 

報告                   佐藤邦裕会長 
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（7）ロータリー奉仕ディ「伊師浜海岸清掃」参加者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地球環境保全「茨城海岸美化プロジェクト」報告           

古川英希実行委員長 
令和 3 年 9 月 12 日（日）開催予定で企画され

た「茨城海岸美化プロジェクト」は、新型コロナ

ウイルス感染者の増加により二度延期となりまし

た。ロータリー会員の願いが通じたのか、11 月 3
日（水・祝）は晴天に恵まれ、絶好の清掃日和と

なり、新型コロナウイルス感染対策に十分注意し

ながら、ロータリアン、ロータリーファミリー、

茨城キリスト教学園高等学校 IAC3 名、米山奨学

生マブンさんなど約320 名の参加で行われました。 
ホストクラブである我クラブは、事前準備のた

めに現地 8 時集合をお願いしたところ、たくさん

の協力をいただきました。それぞれ担当に分かれ、

手際よく終了まで活動しました。初めてのプロジ

ェクトでしたが、皆さんのご協力により滞りなく

進行し、たくさんのごみが回収されました。清掃

活動中に並行して行ったポリオ根絶募金は約

31,000 円の寄付が集まりました。 
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米山記念奨学会日本文化体験研修報告 
太田秀夫カワンセラー

10月30日（土）に第一分区の米山奨学生28 
名と各クラブのカウンセラー、地区委員など約50
名が、笠間工芸の丘と笠間稲荷神社に集い、次の通

り日本文化体験研修を行いました。 陶芸、神社参

拝、巫女舞鑑賞、秋づくしの日本料理、着物試着、

江戸千家茶道体験、人力車乗車な

ど 昨年はコロナ禍で中止とな

りましたが、今年は緊急事態宣言

解除を受けて実施することが出

来ました。幸い好天に恵まれ全奨

学生が十分楽しんだようです。写

真は笠間稲荷仲見世でのマブン

さんとのスナップです。 
日立港RC 秋の親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 
10月31日（日曜日）、グランドスラムカントリー

クラブに於いて、佐藤邦裕年度、日立港ＲＣ会員親睦

行事として『秋の休日親睦ゴルフコンペ』を開催いた

しました。今回、新型コロナ感染拡大第 5 波も終息

傾向となり、0B 会員2 名を含む20 名と多数参加者

による和気あいあいとした楽しいコンペとなりまし

た。成績は日立港RCゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP上限40）に

よるネットスコアにて算出し、優勝者は OB 会員の

冨樫さん、準優勝に古川、3位に藤田会員が入賞。ま

た、ラッキー７賞には吉成会員、飛び賞10位に平田

伸一会員、15位に小泉会員がそれぞれ入賞しました。

そして、高配当が期待された馬券につきましては、『1
位－2位、冨樫－古川』を、冨樫さん、木村会員の2
名が見事に的中させました。（おめでとうございま

す。）次回の OB 会員を含めた、『休日親睦ゴルフコ

ンペ』は年明けの 1 月に開催できればと思っており

ます。最後に今回も馬券収入の一部をニコニコボック

スに寄付したことをご報告いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
ある日、日頃からお世話になっている信頼な

る大きな人から呼び出されお話があった。何

かの会の勧誘の様だった。渡された資料は、

カタカナの多い聞きなれない言葉が羅列して

あり、何だか難しい感じがした。訳もわから

ない状態で、一週間後、もっと詳しいお話を

と、その会のボスと姐さんを交えて食事会が

セッティングされた。ボスはとてもプロ並み

にトークが面白くて場を盛り上げてくれた。

姐さんは、上品でとても可愛い人だった。ボ

スの女と言うよりは、この会を裏で取り纏め

周りの男達をその美貌で操っている人なのか

もしれないとも思った。まじめな話も含めて

終始とても楽しい一時だった。ちなみにその

時のボスは、下ネタとおやじギャグは封印し

ていた。地元を大事に深く根付いていきたい

と思っている私はこの会の活動に共感した。

大きな人からお話があって間もない出来事だ

った。このスピード感にまんまと乗っかって

入会し、今に至る。これからもこのご縁を大

事にしていきたい。私が日立港 RC に入った

時の出来事のお話でした。笑（ご） 

11 月 18 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  山口憲生さん 」 

「私と RC   佐藤泰子さん」 

11 月 25 日（木）例会 12:30～  美かの  

夜間例会は、昼の例会に変更になりました 

「会員卓話  平田伸一さん」 

12 月 2 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「外部卓話 インターアクトクラブ活動報告」 

12 月 9 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「年次総会 」 


