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皆様こんにちは。ここ数日だいぶ

暖かくなってまいりました。私事、

昨日コロナワクチン3回目の接種を

済ませて来ました。感染者の減少は

進まず、蔓延防止特別措置も 2 週間

ほど延長の予定です。まだまだ気が抜けません。

世界に目向ければ、ロシア連邦のウクライナ侵攻

による世界秩序の崩壊、経済の不安定、私たちの

生活もエネルギーをはじめ食料品等々、所得が増

えない中、インフレの兆しもじわじわと迫ってき

ております。世界をめぐる輸出入で経済は回って

いる中、東西冷戦時代の再来を思わせる様相にな

ってきてしまいました。世界のトップの方々が何

とか話し合いによる、停戦、収束に向けての会談

の成功を祈るばかりです。 
 

 

 

開会点鐘  佐藤邦裕 会長 
国歌斉唱  「君が代」 
R ソング  「奉仕の理想」 
唱和    「四つのテスト」 
 
 
地区戦略計画委員・クラブ奉仕総括委員長 

大髙司郎様（高萩 RC） 

  江尻 寛様（高萩 RC） 
ようこそいらっしゃいました。 
 
 

 
 

 
 

太田秀夫さん（ 3 日） 
根本成二さん（ 8 日） 

  木村昌永さん（15 日） 
 
 
 

 
鈴木 稔さん （9 日） 
鈴木起一さん（12 日） 

 
 
 
 
 

本日の食事メニュー：持ち帰り用弁当 
 
【ご芳志を頂いた方からのコメント】 
●太田秀夫さん…五黄の寅、2 巡目で 72 歳に 

なりました。とにもかくにも健康第一で 
行きたいと思います。 

●鈴木 稔さん…″健康で生きてさえすれば恐 
しいものは何もないよね″このフレーズに 
励まされて 48 ページ目を迎えます。昨夜 
ウクライナの現状を伝えるニュースを見て 
いた時の妻の一言 ″ロータリーで何かでき 
ないの? ″ なんとなく嬉しくなりました。 

会員数 出席数 出席率 

37 18 51.43% 
出席免除者数 前回訂正 合計出席率 
（本日出席 2 名） 17 100.0% 

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 

3月は水と衛生月間です 

 

例会報告 

2022.3.3 

第 2003 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 

にこにこ BOX 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 
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【受信書簡・メール】 
・3 月ロータリーレート 1 ドル= 116 円 
・米山記念奨学生世話クラブの引き受けのお願い 
・2022-22 年度ロータリー財団地区補助金管理セミ

ナー受講調査のお願い 
・第 2820 地区 第 27 回地区親善野球大会のご案内 
・訃報  2015-16 年度RI2820 地区ガバナー 
倉沢修一様（竜ヶ崎RC）が 2 月 28 日にご逝去 

・ザ・ロータリアン 3 月号 

・第 19 回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

【理事会報告】 
【審議事項】 
1. 2 月度出席率  100.0% 
2.例会プロクラムの変更 
3.創立 45 周年記念事業について 
4.ハイブリット方式例会用機器購入について     
5.2022 学年度山記念奨学生の引受けについて      
6.4/7（木）観桜例会の開催について 
7.3/10（木）例会からの会食について 
【審議結果】 
1.2/3 会員数（免除除く）36 名、出席 28 名  

M8 名、出席率 100％ 
2/10 会員数（免除除く）35 名、出席 23 名  

M12 名、出席率 100％ 
2/17 会員数（免除除く）35 名、出席 24 名  

M11 名、出席率 100％ 
2/24 会員数（免除除く）33 名、出席 22 名  

M11 名、出席率 100％ 
2.例会プロクラムの変更  
3/10（木）私とRC  → 取りやめ 
3/17（木）会員卓話勝山起一さん（8/5 卓話済み） 

→ 塙宏之さんに変更 
3/17（木）私とRC   糸賀正俊さん 
3/24（木）会員卓話小泉浩一さん（2/10 卓話済み） 
     → 太田秀夫さんに変更 

3/24（木）私とRC   桑名智行さん 
3.創立 45 周年記念事業について 
会場候補、日立オリジンパークと大みかクラブか

ら使用許可が下り、借用申請書を提出する予定。 
4.ハイブリット方式例会用機器購入について     
資料①②③機器・ソフトウエア購入は承認。④ク

ラブのクレジットカード作成については協議継続。 
5. 2022 学年度山記念奨学生の引き受けとカウンセ

ラーの選任について      
●2022 学年度米山記念奨学生（予定）  

 ムハマド ハニフ ビン ラムリ （男性）  

 学校名・学年 茨城大学 修士 2 年生 

国籍：マレーシア 期間：1 年（2023 年 3 月まで） 

準世話クラブ 未定 

  カウンセラーの推薦 候補者  

2022-23年度米山記念奨学会委員長 古川英希会員 

 

米山記念奨学生受け入れは承認。カウンセラー

推薦については、古川次期米山記念奨学会委員長

に意思の確認。 
6.4./7（木）観桜例会の開催について 
茨城県の蔓延防止重点措置が延長となったた

め、3/21 の延長期間終了後に開催の有無を決める。 
7.3/10（木）例会からの会食について 
茨城県の蔓延防止重点措置が延長となったた

め、3/17 例会までは持ち帰り用弁当とする。 
その他    

●3/12（土）RYLA セミナー開催   

阿字ヶ浦クラブ 9：00～20：00 

茨城キリスト教学園高等学校 IAC  

1 年 和田 光さん 現地参加 

吉成青少年奉仕委員長  Zoom 参加  
  菅原地区インターアクト委員長 現地参加 
●ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明 
ウクライナと世界の人びとにとって、痛ましく

悲惨な状況となっています。ロータリーは、ウク

ライナにおける状況悪化と、人命の喪失および人

道的苦難が深刻化していることを深く懸念してい

ます。ウクライナに対する軍事行動が続けば、地

域の荒廃を招くだけでなく、欧州と世界にも悲惨

な結果が広がる恐れがあります。世界最大の人道

支援団体の一つとして、ロータリーは「平和」を

世界的使命の礎としてきました。私たちは、国際

社会とともに即座の停戦、ロシア軍の撤退、およ

び対話を通じた対立解決のための外交努力の再開

を求めます。過去 10 年間、ウクライナ、ロシア、

および近隣諸国のロータリークラブは、国の違い

を超えて、親善を推進し、戦争や暴力の被害者へ

の支援を先導する平和構築プロジェクトに積極的

に取り組んできました。私たちは今、この悲劇的

目標 1,408,000 円 

 人頭分担金  140,000 円 

本日のご芳志  18,000 円 

    トータル  1,254,216円 

幹事報告               
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な出来事に直面しているウクライナのロータリー

会員や人びとのために祈ります。国際ロータリー

は、救援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に

平和をもたらすために全力を尽くします。 
国際ロータリー 25-Feb-2022 

●国際ロータリー第 2820 地区のウクライナ支援 

ガバナー 新井和雄 
昨年当地区がプロジェクトホストとなった“ロー

タリー奉仕デー”「地球環境保全グローバルプロジ

ェクト」に、ウクライナではルーツクのロータリー

クラブが地域ホストとなり、市民と共に参加してく

れました。その友人達から送られてくるSOS に対

し、当地区は行動を開始します。我々国際ロータリ

ー第 2820 地区は、第 2232 地区（ウクライナ）、

国境なき医師団、UNHCR など、関係団体が開始し

た、医療用品・衛生用品・飲料水・食料・生活用品

の支給や医療活動などの人道支援活動に義捐金を送

ります。つきましては地区内クラブの皆様はもとよ

り、広く義捐金を募ります。なお、会員以外からの

義捐金については、各クラブ取りまとめの上送金し

てください。皆様の善意をお待ち申し上げます。 

 

日立港 RC の義捐金についての審議 

 第1分区 I.M.登録料がガバナー補佐から返金さ

れる予定なので、戻り金の一部を充当してはいか

が。戻り金は会計上、分区関係費に戻し、国際奉

仕委員会の国際義捐として拠出する。 
連絡事項 
4/24（日）地区研修・協議会  ホテル日航つくば 

  次期会長      山口憲生会長エレクト 

  次期幹事          佐藤泰子会員 

  次期会員増強委員長     小泉浩一会員 

  次期管理運営委員長     鋤柄純忠会員 

  次期職業奉仕委員長     木村昌永会員 

  次期社会奉仕副委員長    勝山起一会員 

  次期青少年奉仕委員長    吉成公一会員 

  次期国際奉仕委員長    鈴木 稔会員 

  次期ロータリー財団委員長 額賀儀秀会員 

  次期米山記念奨学会委員長 古川英希会員 

 
 
【プロクラム委員会        鋤柄純忠 委員長】 
 3/10（木）例会の「私とRC」は取り止め、米山

記念奨学生、マブンさんの挨拶とします 

【米山記念奨学会      太田秀夫カウンセラー】 
米山記念奨学生の学年度は4月から3月なので、

世話クラブは今月で終わりです。3/5（土）つくば

市の山水亭で地区米山記念奨学生修了式があり、

私も出席します。3/10 例会はマブンさんの出席す

る最後の例会なので送別を行います。準世話クラ

ブである日立中央RC の 3/14（月）例会に出席す

る予定でしたが、日立中央 RC は現在例会を取り

やめているので、日立中央 RC の深谷カウンセラ

ーに当クラブ例会に出席し、3 月分米山奨学金を

渡していただくことになりました。当クラブから

は記念品を贈ります。コロナ禍のため学年度後半

は例会に出席できませんでしたが、3/10 例会では

皆さんと見送りたいと思います。 
 
 

皆さん、こんにちは。 
ご紹介いただきました高萩RCの

大髙司郎様と申します。ガバナー月

信 2 月号に「ガバナーノミニー・デ

ジグネ―ト決定」とあり、そこに私

の名前が書いてありました。ガバナーノミニー・

デジグネ―トとはあまり聞きなれない言葉だと思

います。分かりやすく言いますと 2024-25 年度地

区ガバナーということです。2 年後、少し先の話で

す。本日は拝命を受けましたご挨拶にお伺いいた

しました。高萩 RC は日立港 RC より小規模のク

ラブですから、第 1 分区の皆さんには色々お世話

になることと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 
話は変わりますが、先ほど佐藤会長からウクラ

イナのロシア軍侵攻の話がありました。実はウク

ライナのもロータリークラブあります。全部で 62
クラブ、会員数 1038 人です。またローターアクト

クラブもあります。一方、ロシア連邦にもロータ

リークラブはあります。60 クラブ、約 1000 人程

です。複雑な思いです。一刻も早く収まるように

祈るばかりです。 
今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

（聞き取りにて） 

 
 
 

 

委員会報告   本日のプログラム 

ビジター挨拶                   大髙司郎 様 

会員卓話          島田 裕さん 
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  松橋好徳 糸賀正俊 五来美奈 
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E-mail ： info@hitachi-ko-rc.com 

例会場の Zoom 環境の不都合から島田裕さんの

卓話は延期となりました。 
 

◆鈴木稔ガバナー補佐からウクライナ支援ついて

説明 
◆鋤柄周年事業実行委員長から準備進行状況説明 

 
2021 学年度米山記念奨学生終了式 

3 月 5 日（土）につくば山水亭にて今年度の米

山奨学生終了式が開催され、当クラブからは鈴木

ガバナー補佐と太田カウンセラーが出席しました。 
2820 地区全体で 22 名の奨学生が無時終了式を

迎え、新井ガバナーほかから祝辞がありました。

当日の集合写真と感謝状を添付します。最後列の

左から 2 人目がマブンさんです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
 
      今週の会場の花 

      ¨桃の花¨ 

    花言葉：チャーミング 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のお知らせ・連絡事項   

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
3 月に入り風はまだ冷たいものの、少し

ずつ暖かい日が増えてきました。春の陽

気に誘われて出歩きたくなる気持ちに

なるところですが、茨城県の「まん延防

止等重点措置」期間がお彼岸の中日（3

月 21 日）まで延長されることとなり、

3 連休のお出掛け先は、お墓参りだけに

なりそうな見通しです。先日 TV の歌番

組で、息子のドラムの先生が演奏されて

いる姿を初めて観た。先生は、ド素人（＝

息子）への有料レッスンは初めてだった

らしく、教え方にかなり苦心されたそ 

うである。息子のドラム生演奏を聴いた

事は無いが、たまにインスタグラムにア

ップされた動画を聴いていると「ん？」

と思う事がたまにある。「ん？」が取れた

暁には、生で聴いてみたいと思うが、そ

の日が近いのか遠いのかは定かでない。

（ま） 

3 月 17 日（木）例会 12：30～ 美かの 

「 会員卓話   塙 宏之さん 」 

「 私と RC    糸賀正俊さん 」 

3 月 24 日（木）例会 12：30～ 美かの 

「 会員卓話   太田秀夫さん 」 

「 私と RC    桑名智行さん 」 

3 月 31 日（木） 休会 

4 月 7 日（木）夜間例会 

「 観桜例会 調整中 」 

4 月 14 日（木）例会 12：30～ 美かの 

「  臨時クラブ協議会 ： 周年行事」 

4 月 23 日（土） 

「 創立 45 周年記念式典 ・祝宴 」 

 

★★  行事の申込受付案内 ★★ 

◆ 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 

◆ 日立港 RC 創立 45 周年記念式典 

4 月 23 日（土） 

日立オリジンパーク＆大みかクラブ 

ご出欠の申込みは、例会場受付または 

電話・メールにて事務局まで！！！ 


