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幹事 菅原光雄
TEL 0294-53-6411

12:30～13:30
日立市大みか町 6-14-12

1 月は職業奉仕月間です

本日のプログラム
会長挨拶

佐藤邦裕 会長
「新年例会」

皆様、新年おめでとうございます。穏やかな新
年を過ごしたことと思います。年が明けて早くも
2 週間が過ぎてしまいました。コロナ渦で 2 年に
も亘る社会活動の制約の中で人間関係の稀薄さが
感じる昨今、本日の新年例会が開催される事を嬉
しく思います。もちろん感染対策には万全を期し
て行う次第です。Zoom 参加の皆様、感度はいかが
ですか。画面を介してではなく顔を合わせて会話、
会食が楽しめる時が早く来ることを願っておりま
す。
本年度最大イベントの開催まで残すところ 2 週
間後と迫って参りました。新型コロナウイルス感
染症第 6 波の感染拡大が懸念される中、準備を進
めていかなければなりません。会員の皆様には更
なる協力をお願いいたします。感染対策のため短
めの挨拶とさせていただきます。

例会報告
本日のビジター紹介

今野紀仁 親睦活動委員長

本日はいらっしゃいません。
鈴木崇久 SAA

出席報告

会員数

出席数

出席率

37
出席免除者数

18
前回訂正

52.9%
合計出席率

16
本日の食事メニュー：宴会料理
4(本日出席 1 名）

Hitachi-Ko Rotary Club
ごう号

1 月 13 日（木）午後 6 時から玉の井において、
年明け後の新型コロナウイルス感染拡大のため、
感染予防対策に十分配慮し開会した。佐藤会長挨
拶のあと、岩田会員の乾杯の音頭、鋤柄会員の中
締めで閉会となった。出席 16 名、Zoom 参加 2 名
の 18 名参加。

第 16 回ひたち郷土かるた大会報告
1 月 8 日（土）
、日立さくらアリーナ・サブアリ
ーナで第 16 回ひたち郷土かるた大会が開催され
た。この大会は日立市青少年育成推進会議と日立
市の 5 ロータリークラブの共催によるもので、小
学生、中学生、親子チーム合計 32 チーム（3 人 1
組）が参加し、各学区コミュニティ推進会やロー
タリークラブなどから審判員他の役員（本行事は
もともと日立中央 RC が創設した企画で中心的存
在）を動員して運営されている。当クラブからは、
会長、幹事、根本
社会奉仕委員長、
吉成青少年奉仕委
員長、古川社会奉
仕 委員 が参 加 し
た。

100.0%
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2021.12.16

日立港ロータリークラブ

第 1994 回例

目標 1,408,000 円
本日のご芳志 2,000 円
トータル

会長挨拶

佐藤邦裕 会長
今回の 18 回例会で 2021 年例会は
最終となります。
一年の経過は早いものですね。年々
早くなっているように感じます。本日、
クリスマス例会親睦ゴルフコンペも開

催されました。思い通りに行った人、行かなかった
人、それぞれでしよう。今年 1 年上手くいった人、
いかなかった人は、今年の経験や教訓を新たな年に
活かして新年をお迎えください。
報告事項として IM の予定会場であった日立オリ
ジンパークと大みかクラブは、大みかクラブの懇親
会会場が使用不能との事で、急遽、IM と懇親会会場
併せてホテル天地閣に変更となりました。関係者の
皆様には大変申し訳なくご迷惑おかけしましたこと
お詫び申し上げます。新年 1 回目の第 19 回例会は、
1 月 13 日（木）18 時より、本日と同様の形で夜間例
会として予定しております。皆様一年間ご苦労様で
した。来る新たな年が皆様にとってより良い一年で
ありますよう、お祈り申し上げます。

幹事報告

佐藤邦裕 会長
「奉仕の理想」

本日のビジター紹介

佐藤邦裕会長

【受信書簡・メール】
・第 2 回地区職業奉仕セミナー開催のご案内
・すべてのゴルフ友達とロータリーリーダーに
・ロータリー文庫デジタル化済資料廃棄の件
・ 茨城キリスト教学園からクリスマスと新年のご挨拶
・みなみひまわり通信 12 月号
・ハイライトよねやま 261 号

本日のプログラム
「インターシティミーテングについて」
佐藤会長から、予定していた会場が変更になっ
た経緯と新たな会場が発表された。
IM 総務委員長
の古川会員が、前回（2014-2015 年度）の写真を
見ながら進行を説明した。
第二部懇親会、本日の日中
に行われたクリスマス例
会親睦ゴルフコンペ成績
発表が行われた。
閉会点鐘

例会報告
開会点鐘
R ソング

5９8,100 円

佐藤邦裕 会長

日立港ロータリークラブ

2021.12.9
第 1993 回例

今野紀仁 親睦活動委員長

会長挨拶

本日はいらっしゃいません。
鈴木崇久 SAA

出席報告

会員数

出席数

出席率

37
出席免除者数

19
前回訂正

55..88%
合計出席率

15
本日の食事メニュー：宴会料理
4(本日出席 1 名）

にこにこ BOX 報告

100.0%

佐藤泰子 SAA

【ご芳志を頂いた方からのコメント】
●鋤柄純忠さん…また、優勝でした。馬券も当
たりました。幸運に感謝です。皆様よい
お年をお迎えください。

Hitachi-Ko Rotary Club
ごう号

佐藤邦裕 会長

皆様こんにちは。初冬寒さも厳し
くなってしまいました。先日、日立
郷土かるた大会の開催案内が届きま
した。クリスマス、忘年会、新年会
と今年も自粛が続くなか、暦は確実
に進んで、新年のかるた大会の案内です。主催者
は市内 5 ロータリークラブではありますが、今回
は日立港ロータリークラブが幹事クラブとの事、
日立市青少年育成推進会議「会長深谷政幸様」と
の協力の上進めなければなりません。各奉仕委員
会の協力をお願いいたします。また、実施要項も、
山口会長エレクト、藤田実行委員長の元、具現化
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して参りました。

テーマ【疫病との闘いの最前線から学ぶ】これ
は本年度 RI テーマ(奉仕しようみんなの人生を豊
かにするために) 地区テーマ(地球の未来を想い地
域社会に貢献しましよう)に合致するするテーマ
であると考えられると思います。今回の講演は、
鈴木ガバナー補佐の尽力により国境なき医師団に
よるものです。年末年始の忙しい中、会員の皆様
の協力をお願いいたします。本日はこの後、年次
総会、次期理事、役員選出案の発表があります、
この件に関しても協力、賛同をお願いいたします。

2021～2022 年度 No.21＆22＆23
マブンさんの近況報告
いつの間にか 12 月になりました。寒くなって、
体が重くなりました。研究のほうは変わりなく、
やっています。去年はジムでバイトをしていまし
たので、仕事帰りはジムで、ランニングなどで体
を動かしました。今年はアルバイトができないの
で、どんどん太ってきました。体調もずっと良く
なかったです、日立南ロータリークラブのカウン
セラーである石川先生の病院に行って薬を貰いま
した。コロナの関係でジムに行くのも難しいです、
最近は家の近くで 1 時間散歩しはじめました。
これからも健康に注意したいと思います。

例会報告
開会点鐘
R ソング

本日のプログラム

佐藤邦裕 会長
「奉仕の理想」

本日のビジター紹介

茨城キリスト教学園高等学校インターアクトクラブ

今野紀仁 親睦活動委員長

茨城キリスト教学園高等学校
インターアクトクラブ顧問

新井由起様

同

会長

五来 集さん

同

副会長 後藤ちさとさん

同
同
池田萌花さん
ようこそいらっしゃいました。
鈴木崇久 SAA

出席報告

会員数

出席数

出席率

37
出席免除者数

23
前回訂正

67.65%
合計出席率

11
100.0%
本日の食事メニュー：カレーライス
4(本日出席 1 名）

にこにこ BOX 報告

鈴木崇久 SAA

【ご芳志を頂いた方からのコメント】
●古川英希さん他…OB 会員さんからです。
目標 1,408,000 円
本日のご芳志 3,100 円
トータル

幹事報告

5９6,100 円

「2021 年インターアクト活動報告」
会 長 五来 集
副会長 後藤 ちさと、池田 萌花
昨年からの新型
コロナウイルス感
染拡大の影響を受
け、定期的な活動
としていたこども
園訪問と成華園訪
問は 2020 年 2 月
末から活動がかなわないまま現在に至っています。
コロナの影響で昨年度は対外的な活動はほとん
どできずにいましたが、今年度に入り、少しずつ
できる活動が増えてきました。
4 月 エコキャップ回収
校内でできる定期的な活動として、クラスごと
に集めていたペットボトルのキャップを回収し、
部員全員で協力して洗浄しています。きれいにな
ったキャップは回収業者に引き取ってもらい、最
終的にワクチンのための寄付金となっています。

佐藤邦裕会長

【受信書簡・メール】
・2021-22 年度 第一分区 IM 開催のお知らせ
・第 16 回ひたち郷土かるた大会の開催及び寄付金の
支援について
・2021-22 年度社会奉仕・ロータリー財団合同セミ
ナーのご案内
Hitachi-Ko Rotary Club
ごう号
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年次大会
10 月 31 日に実施されたインターアクト年次大
会では、講演を聞いたりこれまでの自分の人生を
グラフにおこしてみたりして、他校のインターア
クトクラブ員とディスカッションをしました。自
分について改めて考えるいい機会になったと思い
ます。来年度の年次大会は私たちがホスト校とな
りますので、今年度の年次大会を参考に、これか
ら色々なアイディアを出していきたいと思います。
7 月 English Day Camp
夏休み期間中に行われたイングリッシュキャン
プでは、小学六年生と外国人とのコミュニケーシ
ョンの手助けを行いました。普段関わることのな
い小学六年生に対する接し方やどうすればわかり
やすく伝えることができるのかということを考え
ながら取り組みました。

募金活動 in 鵜の岬
11 月 3 日に実施されたポリオワクチン募金では
たくさんの方々にご協力していただきました。現
在注目を浴びている感染症というものについても
より深く考えることができ、実際に行動すること
の大切さを実感しました。募金活動開始当初はど
れだけ集まるのか少し心配していたのですが、そ
んな心配をよそにたくさんの募金が集まりました。

Hitachi-Ko Rotary Club
ごう号
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スポ GOMI 甲子園

2021～2022 年度 No.21＆22＆23

年次総会 『次年度役員、理事選出(案)』

11 月 21 日にはスポ GOMI 甲子園という大会に
参加しました。スポ GOMI 甲子園は、ごみ拾いに
スポーツ的要素を取り入れた新しい活動です。今
年初めての茨城県大会が実施され、わが校から 2
チームが参加しました。そのうちの 1 チームが私
たちインターアクトクラブで、選手宣誓を務めま
した。那珂川沿いを歩き、分別をしながらごみを
拾いました。分別がされていないと減点されると
いうルールがあったので、日頃から分別を意識す
るよいきっかけとなりました。

佐藤邦裕会長
本日、会員総数 37 名、本日の出席者数 23 名、
クラブ細則 第 1 条 定義 4 定足数に規定されてい
る本クラブ会員総数の 3 分の 1 の出席で、総会に
必要な定足数を満たし、年次総会が開催された。
11 月 25 日（木）
、パスト会長会議（指名委員
会）において次年度（2022-23）役員として推薦指
名された、会長、会長エレクト（2023-24 会長）、
幹事、会計、会場監督（SAA）の 5 名と直前会
長は承認された。
また、クラブ管理運営委員長、職業奉仕委員
長、社会奉仕委員長、青少年奉仕委員長、イン
ターアクト委員長、国際奉仕委員長、財団委員
長、米山委員長の理事 8 名の候補者が推薦指名
されました。
●役員推薦者
会長
山口憲生 会員
幹事
佐藤泰子 会員
会長エレクト
鈴木崇久 会員
会計
平元淳治 会員
直前会長
佐藤邦裕 会員
●理事候補者
クラブ管理運営委員会担当 鋤柄純忠 会員
職業奉仕委員会担当
木村昌永 会員
社会奉仕委員会担当
照沼明美 会員
青少年奉仕委員会担当
吉成公一 会員
インターアクト委員会担当 太田秀夫 会員
国際奉仕委員会担当
鈴木 稔 会員
ロータリー財団委員会担当 額賀儀秀 会員
ロータリー米山記念奨学会委員会担当
古川英希 会員
（11 月 30 日現在）
佐藤邦裕会長
クラブ細則第9条 財務 第5節「クラブ年次財
務報告がクラブ会員に配布される。現年度と前
年度の収支を記載した中間報告が年次会合に
おいて発表される。
」より、 本日の年次総会に
おいて、2020-21年度と2021-22年度の財務中間
報告を行った。
年次財務中間報告

以上が今年度の本校インターアクトクラブの活
動です。コロナウイルスも新たにオミクロン株が
発生し、今後の状況によっては私たちの活動もま
た制限されるかもしれません。しかし、思うよう
に活動できなかったこの 2 年間の経験を活かし、
機会をいただくのをただ待つのではなく、その中
でもできることを探し、実行していきたいと思い
ます。
Hitachi-Ko Rotary Club
ごう号
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クリスマス親睦ゴルフコンペ報告

ゴルフ幹事 古川英希
12 月 16 日（木曜日）
、昨年に引続き、クリスマ
ス例会は中止になってしまいましたが、恒例にな
っております『クリスマス親睦ゴルフコンペ』は
屋外行事ということで、3 密を避けながら、グラン
ドスラムカントリークラブに於いて、会員 11 名の
参加をいただき開催いたしました。当日は、前日
の雨模様の厳しい寒さが朝のうちは残っていまし
たが、日中は風もなく比較的穏やかゴルフ日和と
なり、楽しいゴルフ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、今年最後の優勝者
は鋤柄会員、準優勝は小泉会員、第 3 位に古川と
なりました。また、今回のクリスマス特別賞第 8
位には五来会員が入賞いたしました。また、お楽
しみの馬券については、
『1 位－2 位、
鋤柄－小泉』
で、自分の実力を信じて馬券購入をした、鋤柄会
員、小泉会員が見事に的中いたしました。また、
今回も、馬券売り上げの一部(合計 3,500 円)をニ
コニコボックスに寄付したことをご報告します。
次回の親睦ゴルフコンペにつきましては、2022 年
1 月 16 日（日曜日）に新年親睦ゴルフコンペを予
定しております。年末年始、体調管理に留意して
いただき、多数の会員の皆様のご参加をお待ちし
ております。

2021～2022 年度 No.21＆22＆23
今後のスケジュールのご案内

1 月 27 日（木）例会 12：30～美かの
「 臨時クラブ協議会 IM 準備打合せ 」
「 私と RC 島田洋次さん 」
1 月 29 日（土） 14：50～ホテル天地閣
「 第一分区インターシティミーテング 」
2 月 3 日（木）例会 12：30～ 美かの
「 第 7 回クラブ協議会 委員会活動中間報告 2 」
「 私と RC 調整中 」
2 月 10 日（木）例会 12：30～ 美かの
「 会員卓話 調整中 」
「 私と RC
調整中 」
2 月 17 日（木）例会 18：00～
「 夜間例会 会員一言 調整中 」

編集後記
新しい一年が始まりました。毎年、何かし
らの目標を立て意気込んではみるものの、
完璧に達成して満足する事はあまりあり
ませんでした。私事ではありますが、今年
は 50 歳になる節目の年となります。
今年こそはと思い、考えてみることにしま
した。周りの友人の目標をと言うと、
、
、
。
大型バイクの免許を取る。(いやいや、スク
ーターも乗れないし、そもそもバイクに興
味ないし、
、
、
) バンジージャンプをやって
みる。(いやいや、怖くて絶対無理だし、
、
、)
一人旅をする。(いやいや、そんなに長くは
家を空けられないし、
、
、)と、できない理由
ばかり並べて何も出来ない私。結局、毎年
同じ目標ですが、決めました！今年こそ！
今年こそ！今年こそ！成功させます！
「ダイエット」
。今年もどうぞよろしく

閉会点鐘

佐藤邦裕 会長

お願いいたします。皆様にとって素晴
らしい一年となります様に～（ご）

その他のお知らせ・連絡事項
★★

行 事 の申 込 受 付 案 内 ★ ★

◆ 2021-22 インターシティミーテング
1 月 29 日（土）ホテル天地閣 14:50～
ハイブリット方式

発刊：日立港ロータリークラブ（翌例会日）
編集：会報・雑誌委員会
松橋好徳 糸賀正俊 五来美奈
神山靖基 中野紀子（事務局）
URL： http://www.hitachi-ko-rc.com
E-mail ： info@hitachi-ko-rc.com
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