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皆様こんにちは。本日は大寒。寒さ

厳しき折、いかがお過ごしですか。 
先週の19回例会におきまして9日

後に迫りました IM,開催方法の最終

検討を行い、新型コロナウイルスの第 6 波感染急

拡大による対応検討した結果、リモートでのZoom
開催との結論に至り、第 1 分区 6 ロータリークラ

ブは Zoom で参加いただくよう連絡いたしました。 
当日立港ロータリークラブはホストクラブの立

場上、会場参加でお願いいたします。もちろん徹

底した感染対策を取った上での対応となります。 
よって懇親会は中止であります。IM の目的は、

地区ロータリーの意見、意識の共有と親睦にある

と思いますが、懇親会中止の中ではそれも叶わず、

残念でなりません。なお 1M 実行委員長の藤田会

員の事情により、古川実行副委員長の運営の元、

吉成委員のシステム準備など会員皆様の協力よろ

しくお願いいたします。 
 

 

 

開会点鐘  佐藤邦裕 会長 
国歌斉唱  「君が代」 
R ソング  「奉仕の理想」 
唱和    「四つのテスト」 
 
 

本日はいらっしゃいません。 
 
 

 
 

 
 
 

松橋好徳さん（ 7 日） 
吉成公一さん（ 9 日） 
菅原光雄さん（10 日） 
平田博之さん（13 日） 

 
 
島田 裕さん（ 1 日） 
吉成公一さん（17 日） 

 
 
 
 
 

本日の食事メニュー：幕内弁当 
 

 
日立港RC は第 21 回米山功労クラブ、島田裕会

員は第 3 回米山功労者マルチプルとして、米山記

念奨学会から感謝状を贈呈されました。 
              
 
 
 
 
 

会員数 出席数 出席率 

37 23 65.71% 
出席免除者数 前回訂正 合計出席率 
4（本日出席2名） 12 100.0% 

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 

1月は職業奉仕月間です 
 

例会報告 

2022.1.20 

第 1996 回例

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          佐藤泰子副 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 

米山功労者感謝状の贈呈   
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【ご芳志を頂いた方からのコメント】 
●吉成公一さん…57 歳になりました。今年も 

健康に気を付けながら、充実した一年にし 

ようと思います。今年こそ年間平均 100 切 

ります。（誕生祝い） 

 結婚 34 周年になりました。先週末、先月結 

婚した息子のお嫁さんの実家（犬山）にご 

挨拶を兼ねて記念旅行に行ってきました。 

お父様、お母様のお陰で楽しい旅行になり 

ました。（結婚祝い） 

●五来美奈さん…親睦ゴルフコンペで優勝してし 

ましました。とてもうれしかったです！ 

●ゴルフ同好会…クリスマス、新年親睦親睦コ 

ンペの寄付です。次回も多数の参加をお願い 

します。 

 

 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・2022 年 1 月ロータリーレート 1 ドル= 115 円 
・地区チーム研修セミナー（DTTS）のご案内 
・第 2820 地区 地区大会記念ゴルフ大会のご案内 
・日立市青少年育成推進会議設立 40 周年記念「青少

年健全育成のための市民の集い」への出席のお願い 
・2021-22 年度 第 2820 地区 地区地区大会チラシ 
・ザ・ロータリアン 1 月号 
・ハイライトよねやま 262 号 
・みなみひまわり通信 1 月号 
・太陽の子 冬の号 
・バギオ基金2020年度事業報告書の送付と寄付のお願い 

【理事会報告】  
【審議事項】 
1.12 月度出席率 100.0% 
2.インターシティミーテングについて 

【審議結果】 
1. 12/2 会員数（免除除く）35、出席 26 

メイクアップ 9  出席率 100％ 
12/9 会員数（免除除く）34、出席 23 

メイクアップ 11  出席率 100％ 
12/16 会員数（免除除く）34、出席 19 

メイクアップ 15  出席率 100％ 
2. 新型コロナウイルス感染拡大の状況から新井

ガバナーと相談の上、ハイブリッド方式の開催に

変更することに決まった。 
・リモート開催への変更通知の発信 済み 
・Zoom 参加者名簿作成の依頼（1/27（木）締切） 

第一分区 6RC あて 済み 
・ミーティング ID・パスコードの連絡 済み 
zoom の現契約は 100 人までのミーティングしか

開催することができないので月額 7,370 円で一

時的（単月）に 500 人まで増やす事ができる。吉

成さん契約済み。 
（7,370 円は IM 費用） 
入室方法（氏名・クラブ名入力）を厳守してもら

い、提出された Zoom 参加者名簿と突き合わせる。     
・日立RCから機器などの物品借用の了承を得た。 
・当日の集合時間 担当委員ホテル天地閣 12 時 
 会員 同 13 時（会員の昼食は準備する） 
その他  今後のクラブ例会開催について 
通常通りのハイブリット方式例会とするが、現

在の新型コロナウイルス感染拡大状況から   

茨城県に蔓延防止等重点措置の適用が決まった

場合は、例会開催について、会長・幹事・会長エ

レクトで決定し、理事会に報告する。 
       
マブンさんの近況報告 
新年、あけましておめでとうございます。皆様には、

幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。旧

年中は大変お世話になりまして、まことにありがとう

ございました。本年もよろしくお付き合いいただけま

すようお願い申し上げます。 
今年の初詣は浅草寺でやりたいと思って、上京しま

した。浅草に着きまして、思ったより大勢の人がいま

した。コロナは怖くて参拝できず、日本科学未来館に

行きました。未来館のドームシアターで3Dドーム映

像作品『9次元からきた男』を見ました。とてつもな

く小さなミクロの空間からマクロのスケール、さらに

現在からはるか昔、宇宙誕生の瞬間まで、変幻自在に

時空を移動していく男の話でした。宇宙の誕生をみて

人類や自分が小さくなります。最近中国に流行してい

る"元宇宙"は、人をインターネット、VR、ゲームなど

で閉じ込めて、現実と仮想世界を区別出来ない人が多

くなっていくのだと思います。「tittytainment」戦略

が成功しているのではないかと思いました。自分はリ

アルな世界で本を読んで、受けのいい娯楽やニュース

で「思考力」を奪われ続けないように、小さな幸せを

重ねて生活していきたいです。元宇宙と

tittytainmentの説明は下になります。 
中国株式市場では 11 月に入り、“元宇宙”関連銘柄

が急騰している。この聞き慣れない“元宇宙”という言

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  0 円 

本日のご芳志  22,116 円 

    トータル   620,216 円 

にこにこ BOX 報告      佐藤泰子 SAA 

幹事報告              菅原光雄 幹事 
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葉は何を意味するのだろうか。実はこの言葉、

metaverse（メタバース）の中国語訳だ。10月にフェ

イスブックが社名をMeta（メタ）に変更したことで

も注目を集め、IT 業界を中心に巨大トレンドとなり

つつある。meta（超越した）とuniverse（世界）を

組み合わせた造語で、インターネット上で構築される

仮想の三次元空間を意味する。その空間の中で自身の

分身となるアバターを操作していろいろな体験がで

きるのだが、今後それが単なるゲームを超えて利用範

囲が大きく広がるとみられている。具体的には、イン

ターネット、IoT（モノのインターネット）、AR（拡

張現実）、VR（仮想現実）、AI（人工知能）、クラウド、

3D画像描写などに関連する業務を行う企業がメタバ

ース関連銘柄として取り上げられている。

「tittytainment」とは「豊富な娯楽」という意味で、

「titty（乳首）」と「entertainment（娯楽）」を合わ

せた造語です。1995年にゴルバチョフ財団がサンフ

ランシスコで国際会議を開いたとき、「世界の富が 2
割の人口に集中し、8割の人々は片隅に追いやられて

いる。この現状を放置すれば、格差が深刻な対立に発

展してしまう」という議論が行われました。そのとき、

カーター政権で国家安全保障問題担当補佐官を務め

たブレジンスキー氏が、「お母さんが赤ちゃんにおっ

ぱい（titty）をあげて黙らせるように、8割の人間に

は受けのいい娯楽やニュースを与え、徐々に戦いの熱

意や欲望、思考能力を奪えばいい」と提唱したのだそ

うです。そこから「titty tainment」戦略が生まれた

と、その記事では紹介されていました。（『AI 時代の

メディア論「豊かな娯楽」への抵抗』）。20 年以上前

にそんな議論がされていたとは驚きました。 
 
 
 
 
 
 

1972 年 6 月 20 日 ねずみどし 

双子座 AB 型 
東京都千代田区神田神保町に生ま

れました。3 人兄弟の末っ子です。ち

なみに生まれた病院は、コロナ病棟で有名なお茶

の水にあります、東京医科歯科大学病院にて生ま

れました。後に、千葉へ引っ越して、学生時代は

今でも実家があります、千葉市花見川区さつきが

丘というところで過ごしました。わかりやすく言

うと、幕張がお隣の町で、車で 5～10 分の距離で

す。幼稚園はほとんど行かず、友達も１人くらい

で、誰とも話さないおとなし過ぎる子供でした。 
周りの大人たちに、「美奈ちゃんはお人形さんみ

たいね」と言われていた嫌な記憶を覚えています。 
小学校 2 年生くらいまでは誰とも話さない本当

におとなしい子でした。でも足だけは速くて、当

時の担任の先生からサッカーやってみないか？と

誘われ、スポーツを通じてどんどん活発になって

いきました。その後、器械体操やバスケットをや

りました。 
短大卒業後、「阪急交通社」という旅行会社へ約

8 年間勤めました。勤務地は新橋と神田です。業務

は一通り経験させていただきました。電話受付、

カウンター業務、添乗、企画、下見等色々やりま

したが、一番長く関わったのは、国内団体旅行の

総括、コントロール業務でした。毎日 10 本以上、

北から南まで多方面に出発するツアーの飛行機の

チケット発券、バスや旅館、ホテルの部屋数の確

保調整、部屋割りなど細かい部分、添乗員との打

ち合わせ等。ミスがあると、お客様、航空会社、現

地各業者に大変迷惑をかけてしまうのでとても責

任ある仕事を任せられていました。ツアー始まる

と、次の日も次の日もとしばらくエンドレスにな

り、ビルが閉まる 23 時ギリギリまで仕事をして、

翌朝また 9 時には新橋へ出社するという生活をず

っと何年もしていました。その当時共に頑張って

働いていた上司や先輩、同僚とは未だに交流があ

り、とても大切な仲間です。私にとっては社会人

としての初めての職場であり、本当に沢山の事を

学ばせていただきました。 
主人とは、学生の時に知り合い、（主人が大学で

千葉に来ていました）長く付き合って結婚しまし

た。家業のクリーニング店を継ぐため 28～29 歳

の頃に旅行会社を辞めてこちらの日立へ参りまし

た。ですから日立へ来て 20 年経とうとしていま

す。 
方言にも慣れました。来てまもなくパートのお

ばちゃん達が茨城弁（久慈浜弁）講座を開いてく

れて色々と楽しく教えてくれました。 
2 人の息子に恵まれ、長男は今高校受験の真っ

ただ中。下の子は坂本小学校 6 年生。野球とバイ

オリンをやっています。 

本日のプログラム 

私と RC           五来美奈さん 

『 自己紹介 』 
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私の趣味は料理とゴルフです。料理は食べるの

も作るのも好きです。日頃から、何かしら料理に

携わっていたくて、R245 沿いにあります「メイプ

ルカフェ」で週に 1～2 度お手伝いもしています。

また、昨年 7 月から常陸多賀駅前にあるレンタル

キッチンでおむすびプレートのランチを出してい

ます。もし機会があれば是非いらしてください。 
普段はお母さん業の家庭中心の仕事、クリーニ

ング屋さんで配達や受付をして、カフェもやって

と充実した毎日を過ごしています。 
もう一つの趣味のゴルフですが、始めて 4 年目

になります。2 日に 1 度ゴルフをやってもいいく

らい好きです。お金も時間もないのでそれは難し

いですが、もっともっと上手くなって、スコア 90
台を安定してキープできる様になるのが当面の目

標です。 
RC に入会したきっかけは、内山さんにお声を

かけていただいたのですが、本当にとんとん拍子

に事が進んで行ったという感じでした。もちろん

RC の活動に共感しましたが、そのスピード感に

私もまんまと乗っかって今ここにいるという感じ

です。昨年 1 月に入会し、何もわからず早 1 年が

経ちました。これからもどうぞご指導ください。 
最後に宣伝になりますが、毎月末の月曜日朝

1023 分頃、ラジオ茨城放送（IBS)の「ハッピーパ

ンチ」という番組の小さなコーナーにて出演して

います。クリーニングに関するお話をしています。 
よかったらお聴きください。よろしくお願いし

ます。本日はありがとうございました。 
 

 
 
        司会・進行 佐藤邦裕会長 
 

 
      山口委員長報告 
 

 
 
 
 
 
              今野委員長報告 
 

 
4 つの委員会の活動について 
・出席会場委員会 
新型コロナの影響で対面での例会

が困難になり 9 月 8 日からハイブリ

ッドでの例会の模索を始め、9 月 16
日からハイブリッド例会となった。この間、関係

会員の献身的なご協力に感謝申し上げます。 
・親睦活動委員会 
各種親睦活動の中止、夜間例会の中止など活動

の機会がなくなり、本来の活躍の場が失われたこ

とを心苦しく思います。コロナが収束し心置きな

く活動ができることを願っています。 
・会報雑誌委員会 
この混乱の中でも休まずに会報の発行を続けて

こられたことに感謝申し上げます。 
・プログラム委員会 
新型コロナの影響でこれ前 4 回の例会が中止に

なりました。卓話等をお願いしていた皆様にはご

迷惑をおかけしました。コロナ収束の際には改め

てお願い申し上げるつもりです。 
 
 
例会実施状況 

7月は順調にスタートできました。卓話も7月、

8 月 5 日までは順調に実施できました。 
8 月 19 日の出前卓話の例会から連続 3 回中止

になりました。 
9 月 9 日の例会からズームでの例会に挑戦し、

以降ハイブリッド例会を実施しています。 
その間卓話をお願いしていた会員の不都合など

が発生しプログラム変更を余儀なくされました。

プログラムは生き物であり、臨機応変に対処しな

ければならないことを痛感させられた前半でした。

しかし、皆様のご協力によりなんとか実行できて

います。後半もコロナ混乱が続きそうです、皆様

のご協力を得て実のある例会が出来ることを願っ

ています。会員各位のなお一層のご協力をお願い

申し上げます。 
 
 
奉仕プロジェクト委員会は委員会を構成する、

職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、インターアク

第 6 回クラブ協議会   委員会活動中間報告Ⅰ 

管理運営委員会         鋤柄純忠 委員長 

奉仕プロジェクト委員会   小泉浩一 委員長 
親睦活動委員会       今野紀仁 委員長 

会員組織委員会         山口憲生 委員長 

プログラム委員会       鋤柄純忠 委員長 
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ト、国際奉仕の各委員会が充実した活

動ができるよう管理運営を務めてい

ます。新型コロナ第 5 派と第 6 派の

狭間で、職業奉仕委員会による「優良

従業員ボランティア表彰」並びに社会奉仕委員会、

インターアクトクラブによる「ロータリー奉仕デ

ー海岸清掃」、国際奉仕委員会による「この指とま

れ」協賛は実施できました。 
今後青少年奉仕委員会の球技会の計画がありま

すが、新型コロナウイルスの再拡大を懸念しまし

て慎重に検討していきたいと思います。 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 
2022 年 新年親睦ゴルフコンペ報告                           

ゴルフ幹事 古川英希 
1 月 16 日（日曜日）、グランドスラムカントリ

ークラブに於いて、佐藤邦裕年度の日立港ＲＣ会

員親睦行事として『新年親睦ゴルフコンペ』を開

催いたしました。今回、新型コロナ感染第 6 波が

急速拡大する中での開催となりましたが、感染防

止対策を徹底し、0B 会員 2 名を含む 18 名に参加

いただき、1 月とは思えない快晴微風の絶好のゴ

ルフ日和の中での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、

優勝者は五来会員、準優勝に小泉会員、3 位に山口

憲生会員が入賞。また、ラッキー７賞には三田寺

会員、飛び賞 10 位に佐藤邦裕会長、特別賞(当日

賞)16位に島田洋次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、五来－小泉』でしたが、今回は残念

ながら的中者はいませんでした。最後に今回も馬

券収入の一部（11,616 円）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。 
 
 

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  
ハイブリット方式 14：50～16：45 
ミーティング入室 14：20  退室 16：50 
集合時間  担当会員 12：00 

会員   13：00 

国際ロータリー第 2820 地区  
2021-2022 年度地区大会案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他のお知らせ・連絡事項   
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大野ガバナーエレクト事務所  
2022-23 年度 テーマ発表 

2 月 7 日から始まる国際協議会に先立ち、昨晩、

ジェニファーE.ジョーンズ会長エレクトが講演を

行い 2022-23 年度の会長テーマ「IMAGINE 
ROTARY」が発表されました。ジョーンズ会長エ 
レクトは講演の中で、世界にもたらせる変化を想

像して大きな夢を描き、その実現のためにロータ

リーの力とつながりを生かすよう呼びかけました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大野ガバナーエレクト事務所  
2022-23 年度主要行事開催予定 
 
2 月 26 日（土） Zoom 開催 
ロータリー財団補助金管理セミナー 

   2022-23 年度幹事 佐藤泰子会員 
3 月 20 日（日） ホテルグランド東雲 
地区チーム研修セミナー 

2022-23 年度インターアクト委員  
太田秀夫会員 

4 月 9 日（土）～10 日（日） 
ホテルグランド東雲 

会長エレクト研修セミナ― 
   2022-23 年度会長 山口憲生会員  
4 月 24 日（日） ホテル日航つくば 
地区研修・協議会 

     2022-23 年度会長・幹事・委員長 
10 月 29 日（土）～30 日（日）  
地区大会 
つくばノバホール・ホテル日航つくば 

 
  今週の会場の花    

 ¨フリージア″ 

  花言葉：無邪気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暖かな日差しに恵まれた 1 月 22 日、日立市の

神峰公園では、極早咲き

の桜「日立紅寒桜 」が 1

輪、2 輪とほころび始め、

一足早い春の訪れに包

まれました。 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
大寒を過ぎても朝晩寒い日が続き、新型コ

ロナウイルス第6波による感染が急激に増

加し、1 月 27 日からは茨城県でも「まん延

防止等重点措置」が発令されることになり

ました。これから花粉症の季節となり、花

粉症持ちの身としては、くしゃみをするの

も憚れる立場となり、コロナ感染予防と花

粉症予防の両面での対策が必要な日々が

続いております。会社の方では、家庭内で

のコロナ感染又は濃厚接触者発生が増え

ておりますので、どうぞ、皆様、くれぐれ

もご注意され、日々お過ごしください。

（ま） 

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 」 

「 IM 総括  鈴木稔ガバナー補佐 」  

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 」 

2 月 24 日（木）例会 12：30～ 美かの 

「 会員卓話  山口彰二さん 」 

「 私と RC   神山靖基さん 」 

 


