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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
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第 2001 回例会

会⾧ 佐藤邦裕

会⾧ｴﾚｸﾄ 山口憲生

幹事 菅原光雄

■ 事務局

日立市大みか町 2-28-5 渚会館

■ 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

TEL 0294-53-6411

2 月は平和と紛争予防 /
紛争解決月間です
鈴木崇久 SAA

出席報告

会長挨拶

佐藤邦裕 会長

皆様こんにちは。北京冬季オリンピ
ック開催中です。日本選手の活躍も
目立ちます。私たちの日常でウイン
タースポーツは最近身近に感じられ
なくなっているように思いますが。最近、スキー、
スノーボード、アイススケートを行っていますか。
街中のもスポーツ店でスキーなど見かけないし、
スキーを載せて走っている車も見かけません。ス
キー人口が 5 分の 1 になっているとの見方もあり
ます。アイススケート場も無くなってしまいまし
た。スポーツ、レジャーの多様化なのか、人口減
少が進んでいるからか、若者の皆さん、冬のスポ
ーツは何をしていますか?
先日、E スポーツの学校ができると報道があり
ましたが、E スポーツの大会で勝った敗けたと言
っても、私にはバーチャル、仮想、疑似体験でし
かないように思われます。旅番組を見て旅に行っ
た気になると同じです。若い人たちに冬の寒い時
期にその寒い場所に身を置く実体験をしてもらい
たいと思います。冬季オリンピックアルペンスキ
ーの日本人選手の少なさを見て感じた私感でした。

例会報告
開会点鐘
R ソング

佐藤邦裕 会長
「我等の生業」

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。

会員数

出席数

出席率

37

24

68.57%

出席免除者数

前回訂正

合計出席率

4（本日出席 2 名）

11

100.0%

本日の食事メニュー：持ち帰り用弁当
報告

【受信書簡・メール】
・米山梅吉記念館 50 年のあゆみ・人物写真集
「米山梅吉翁」の寄贈（日立港 RC 事務局に保管
閲覧自由）
・ハイライトよねやま 263 号
・第 2820 地区ガバナーノミ二―・デジグネ―ト決定
についてのご連絡

本日のプログラム
『創立 45 周年記念事業について 』
・佐藤邦裕会長から記念事業開催についての説明
4 月23 日
（土）
に実施予定で進行していますが、
新型コロナウイルス感染状況により変更になるこ
とを含め協議を進めていただければと思います。
実施会場ついては日立オリジンパークを第一候
補と考えていますが、祝宴会場として大みかクラ
ブをお借りできるかどうか回答待ちの状況です。
・2021 年 12 月 5 日（土）東海那珂 RC 創立 35 周
年記念式典に出席した菅原幹事から、式典の様子
の説明（Zoom）
・実施計画（案）を鋤柄実行委員長から説明
閉会点鐘

佐藤邦裕 会長
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今週の会場の花
″ブルースター

2021～2022 年度 No. 28＆29
地区大会委員会委員委嘱状の交付
2021-22 年度第 2820 地区 地区大会において、

″

花言葉：信じ会う心

鈴木稔ガバナー補佐（資格
審査委員会委員）と菅原光
雄インターアクト委員長

日立港ロータリークラブ

2022.2.10
第 2000 回例会

（登録委員会委員）に委嘱
状が交付されました。
幹事報告

会長挨拶

佐藤邦裕 会長

皆様こんにちは。平和の祭典、北
京冬季オリンピックが開催されて
います。日本選手の活躍も期待され
ていますが、結果を残す選手、メダ
ル有望な選手の予想外の苦戦など
世界レベルでの活躍は難しそうですね。そんな平
和の祭典の裏側では、ウクライナを挟んで緊迫の
度合いを高めております。又、中東シリア、アフ
ガニスタン、北朝鮮の核ミサイル問題、そしてミ
ャンマーでは国民、市民を守るべき軍や警察が市
民に銃口を向ける事態など問題は尽きません。
私たちは平和と思っても、世界に目を向けると
厳しい生活を強いられている人々が沢山いること
を忘れてはなりません。世界のトップ、国のトッ
プの判断が間違わない事を願うばかりです。ニュ
ースで聞こえてくる平和の祭典オリンピック、次
にウクライナを挟んだアメリカ、ロシアの対峙を
危惧するのは、私だけではないと思いますが、皆
様いかが感じますか。

例会報告
開会点鐘
R ソング

佐藤邦裕 会長
「奉仕の理想」

本日のビジター紹介

今野紀仁 親睦活動委員長

米山奨学生 馬 雯さん（Zoom 参加）
ようこそいらっしゃいました。
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

65.71%
合計出席率

12
100.0%
本日の食事メニュー：持ち帰り用弁当
4(本日出席 2 名）

佐藤邦裕会長

【受信書簡・メール】
・2021 年度米山記念奨学生終了式の開催について
・RYLA セミナー参加のご案内
・第 2820 地区ローターアクト 2021-22 年度第 30 回
地区大会のご案内
・ロータリーの友購読料改定のお知らせ（2022 年 7
月から）200 円から 250 円（税抜き）
・みなみひまわり通信 2 月号
マブンさんの近況報告
最近、初めてあんこう鍋を食べました。友達と
一緒に大洗海鮮市場にいきました。魚やカニはビ
ックリするほど安かったです。アンコウを買うと
値段は 2000 円でしたが、こっそりおじさんが
1700 円で売ってくれました。誰もいないのにこっ
そりの様子がかわいかったです。
北京オリンピックのマスコットについて紹介し
ます。パンダは日本では有名ですが中国では普通
でした。今回人気になった理由は日本テレビの男
性アナウンサー辻岡義堂（つじおか ぎどう）さん
の笑いに包まれたインタビュー内容に対して中国
のネット上でも人気になり、中国全国の有名人に
なりました。その上、ビンドゥンドゥンもマスコ
ミ効果で爆売し買えなくなりました。簡単にビン
ドゥンドゥンの情報説明しまうす。冰墩墩 bīng
dūndūn の発音になります。墩墩は「ずんぐりし
た」様子を表すようです。ずんぐりした氷のかた
まりのマスコットという意味ですがパンダを表現
していますが、外殻は氷の結晶に包まれカラフル
な氷のヘルメットをかぶり宇宙飛行士を表現して
いるようです。

本日のプログラム
私と RC
小松弘二 さん
『 祝 例会 2000 回 』
皆さん、こんにちは。私は病気をしてから約 6
年、何もできないでいます。今も昔からの仲良し
で付き合いがある人の顔はすぐわかりますが名前

2
Hitachi-Ko Rotary Club 2022 年 2 月 10 日（木）＆2 月 17 日（木）号

FOUNDED 1977.5.26
はきちんと言えません。今日も挨拶は

分かりますが、他はあまり聞こえませ
ん。今日は私と RC の話をします。病
気をしてから約 6 年経ちますが、一番
の問題は声が聞こえないということです。見えま
すが声が聞こえない。それが一番苦しい。
これをなるべく早く治すようにしようと思って
います。今日は 4 つのことを話しますが時間をオ
ーバーしないように努力します。
今日の例会は 2000 回です。1500 回の時はどこ
かでお祝いをしました。
私の話がたまたま 2000 回
にぴったり合ってとても嬉しく思います。
茨城県でコロナウイルスの話が出てから人と話
をすることができなくなり困っています。ここ数
日、感染者が 1000 人を超えました。こんなに長く
続くとは思いませんでしたが早く収束して欲しい
と思います。
私は㈱日立製作所に勤めて、退職後も OB とし
て活動に参加をしていましたが、今はまだ難しい
状態です。また、同期の仲間が減ってしまい非常
に悲しいことですが仕方がないと思っています。
㈱日立製作所内の名称も色々変わりました。私
の活動もまだまだですが 2 年ほど経ったら今まで
通りに話ができるようになるのではと思います。
私の学生時代の仲間は 26 人いましたが、現在
11 人が亡くなり残っているのは 15 人となりまし
た。それでも 15 人でなんとかクラス会を続け、2
年前の 2019 年に集まりましたが、それ以来は会
えません。またクラス会を行いたいと思っていま
す。長い時間話をしてしましました。これからも
少しでも多く話ができるように努力したいと思い
ます。ありがとうございました。
（聞き取りにて）
第 1500 回記念例
会は、2010 年 5 月
27 日（木）に開催さ
れ、会報は特別号が
発行されました。山
口憲生会長挨拶の
中に、
「1000 回は、会報上は単なる通過点と思っ
て 1002 回例会の会報をみると小松弘二会員が、
1999 年 10 月 28 日が第 1000 回例会だったと平成
11 年 11 月 11 日の例会の「私の一言」で述べた、
と会報が残しています。
」との記述がありました。

2021～2022 年度 No. 28＆29

会員卓話
小泉浩一さん
『私の仕事の取り組み（生コンクリート工場）
』
私は日立市久慈町で建設資材で
ある生コンクリートの製造販売会
社を経営しております。
生コンとは生コンクリートの略
称です。セメント、水、砂、砂利な
どを混ぜ合わせ、現場へと運ばれる段階で固まら
ないコンクリートのことで、英語でレディーミク
ストコンクリートといいます。生コンは、工場で
練り合わされたものが現場に届くため、現場で配
合し練り合わせる必要がなく、必要機材を減らし
現場をスッキリさせることが可能です。そのため、
作業効率を上げるとともに、安全に作業すること
もできるようになります。作業効率アップと安全
は現場においてかなり重要です。また、現場にお
いて手作業で配合したり練り合わせたりがなく、
さらに材料を自分で買いそろえたり機材を購入し
たりすることもないため、人件費を削減し、不必
要な出費を抑えることも可能です。なおかつ、自
分で練らず工場で配合され練り合わされたものが
現場に搬入されるため、高い品質のコンクリート
を打設することができます。生コンを世界で初め
て確立したのは、1903 年ドイツの建設業者と言わ
れています。その後、アメリカが生コンを産業と
して発展させました。1913 年メリーランド州ボル
チモアにおいて世界初の生コンの工場が創業され
ました。日本では、1923 年の関東大震災直後、蔵
前に設置された仮設工場から、生コンが現場に運
ばれ使用されたのが生コンの始まりです。産業と
しての発祥は 1948 年 12 月に東京コンクリート工
業㈱が設立されたのが始まりです。もしも生コン
クリートが無くなれば私たちは江戸時代の生活に
逆戻りすることになります。電気も水道もエネル
ギーや通信全てはコンクリートの土台の上に成り
立っています。つまり、私たち人類はコンクリー
トを失えば、現代の前提が根こそぎ消失してしま
います。
「水の次に流通する材料」生コンは昼夜を
問わず必要とされています。また、生コン業界の
社会貢献活動（CSR）が改めて注目を集めていま
す。生コン工場の災害時の貢献として生コン車は
大型で概ね 5 ㎥、小型でも 2 ㎥以上の、大容積を
もつドラムを背負っている。災害防止協定として
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地震災害や大規模火災発生時に消火用水を確保し

ます。消防によると、通常の消火で 1 本のホース
から放たれる水量は、1 分間におよそ 500ℓ。ミキ
サー車 1 台分は、連続 10 分程度の水量になる。一
般的な防火水槽の貯水量が 20t~40t ということか
らも、継続して 5t の水が補填されれば、消火に非
常に有効である。また、消火栓が断水によって使
えないなど、大災害発生時に重要な手段の一つに
なると考えています。
その他にも、
「子供 110 番」として「地域・こど
もを守りたい」という気持ちからいろいろな形で
社会貢献活動に参画しています。
これからも恒久的に良質な製品を製造して社会
資本の安全を守り、生コン工場の特色を活かした
社会貢献活動を展開して、地域に必要とされる事
業を継続していきたいと考えております。
今週の会場の花
″アイリス¨
花言葉：良い便り
「子どもフードパントリー」への寄付品
平田伸一会員から協力依頼がありました「子ど
もフードパントリー」について、平田博之会員か
らのマスク 2000 枚など皆さんから多くの寄付品
が集まりました。
寄付品は 2 月
18 日（金）、佐藤
会長が日立市社会
福祉協議会に届け
ました。
ご協力ありがと
うございました。

その他のお知らせ・連絡事項
★★

行 事 の申 込 受 付 案 内 ★ ★

2021～2022 年度 No. 28＆29
今後のスケジュールのご案内

3 月 3 日（木）例会 12：30～ 美かの
「 会員卓話
島田 裕さん（Zoom） 」
3 月 10 日（木）例会 12：30～ 美かの
「 会員卓話
三田寺清さん 」
「 私と RC
調整中 」
3 月 17 日（木）例会 12：30～ 美かの
「 会員卓話
調整中 」
「 私と RC
調整中 」

編集後記
バレンタインデーが嫌いだった。入社して
初めての 2 月 14 日、出社すると係の男性
陣の椅子の上に同じ紙袋が事務的に置か
れていた。係の女性陣からの義理チョコで
ある。その日の午後、主任からの指示、
「一
か月後のホワイトデーは一人 500 円位で
何か買って女性陣の椅子に置いておくよ
うに。それも新人の仕事。お金は後で徴収
すればいいから。
」当時は、この無駄な行事
は何なのかと思っていた。初めて上司に連
れられていったスナック、ママさんがチョ
コをくれた。その時も「何も嬉しくない」
そう思った。本気の愛の告白のチョコが欲
しかった訳ではない。ただこんな業者に踊
らされたチョコのやり取りの何が嬉しい
のか・・そんなことを考えていた。若かっ
た。先日、保険屋さんがチョコをくれた。
嬉しかった。年を重ねるごとに“嬉しい”の
ハードルが下がる。他人にしゃべりかけて
もらうだけで嬉しい。女性からなら尚更で
ある。こうやっておじさんはまんまと詐欺
に引っかかるのだろう。今はその手の美人
局的詐欺に絶対引っかからないという自
信がない。というより、イチコロかも知れ
ない。気を付けます。
（か）

◆ 観桜例会親睦ゴルフコンペ
4 月 7 日（木）グランドスラム CC
◆ 第 2820 地区 地区大会
5 月 8 日（日）つくば国際会議場大ホール
2 月 25 日（金）締め切り
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