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皆様こんにちは。先週の例会後、大

みかゴルフクラブにおきまして、ア

フタヌーンゴルフを楽しんで来まし

た。6 ホールとは言え、有名な設計者、

井上誠一作の面影を残した景観が感じられた午後

でした。2 年半にも及ぶ新型コロナウイルス感染

症もだいぶ下火になってきたように思います。そ

れに伴い、政府は 1 日あたりの入国者数を 2 万人

と拡大させ、国内旅行の GO TO キャンペーンも

始まろうとしています。海外旅行はワクチン接種

証明、PCR 検査の陰性が確認できれば受け入れて

くれる国も数多く見受けられるようになってきま

した。遊びはもちろん、海外、国内旅行も体力が必

須条件であると思っている私としては、残された時

間はそう多くはありません。3年ものコロナ休み時

間を取って、少々旅行意欲は冷めていましたが、早

めに計画を立てて、先ずは、古都、奈良や京都、そ

して、年末には、暖かな地中海、南半球あたりを歩

けたら、と思いを馳せる今日この頃です。もちろん

まだまだ感染症対策には、気を付けて過ごさなけれ

ばなりませんが。 
 

 

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。 

 
 

 
岩田秀邦さん（ 1 日） 
五来美奈さん（20 日） 
 
 
 

 
佐藤泰子さん（ 9 日） 
山口憲生さん（12 日） 
糸賀正俊さん（18 日） 
鈴木崇久さん（19 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】 
●岩田秀邦さん…79 歳になりました。人生百年

時代と言われています。私も頑張りたいで

す。ロータリーはどうかな? 
●五来美奈さん…お祝いありがとうございます。

50 歳になります。しかし、つい先日、35 歳

くらいに見えると言われました。うれしかっ

たです。この調子で歳を重ねて行きたいと思

います。 
●佐藤泰子さん…29 歳の 6 月 9 日に結婚して、

あれから 32 年。すっかり強くたくましくな

りましたが、これから円熟の良い時期！?怒

会員数 出席数 出席率 

37 25 71.43% 
出席免除者数 前回訂正 合計出席率 
（本日出席 2 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 

6月はロータリー親睦活動月間です 

例会報告 

2022.6.2 

第 2014 回例会 

会長挨拶       佐藤邦裕 会長 

本日のビジター紹介  五来美奈 親睦活動副委員長 

今月の誕生日祝い  五来美奈 親睦活動副委員長  

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 五来美奈 親睦活動副委員長 
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らず、心優しくありたいと思います。 
●山口憲生さん…すでに金婚式を昨年済ませたの

で、次は?…ダイアモンドかプラチナか。 
●糸賀正俊さん…長男は横浜の大学 4 年生、今春

より次男も東京の大学へ。我が家の在宅人員

は 3 名となってしまい、寂しくなってしまい

ました。 
●鈴木崇久さん…子供も高校生になりました。あ

っという間の 17 年です。20 周年、30 周年

に向けて頑張ります。 
 
 
 
 
 
 
【受信書簡・メール】 
・国際ロータリー第 2820 地区戦略計画（2022-23） 
・2021-22WCS プロジェクト「この指とまれ」協賛

事業・ネパールの貧しい子供たちへの就学支援へ

の協賛の御礼と完了報告（下館RC・日立RC） 
・クラブ・地区支援リソース集（2021-22 年度版） 

・6 月ロータリーレート 1 ドル= 127 円 
・2021-22 年度青少年長期交換プログラム 
長期交換派遣（2022 年 8 月出発）学生の緊急募集

について 

【第 12 回理事会報告】 
【審議事項】 
1.5 月度出席率   96.08%  

2.クラブ貢献者候補者（案）について          

3.年度出席率100％以上且つ奉仕活動に60％（3日）

以上表彰について                 

4.会計監査について 6 月 16 日（木）11：00～  

美かの 岩田会計監査、鈴木起一副会計鑑査、会長、

幹事、会長エレクト、次期幹事、平元会計、事務局 

5.創立 45 周年記念事業収支報告         

6.第 25 回インターアクト年次大会について    

7.三田寺清会員退会について（2022.6.30 付） 

8.日立市体育協会への賛助金拠出について 

（2022-23 年度分）2 口 1 万円       

【審議結果】 
1.5 月度出席率   96.08% 承認 

5/12会員数34名出席22名 M11名、出席率97.06％ 

5/19       34名、出席24名 M 7名、出席率91.18％ 

5/26     34名、出席23名 M11名、出席率100.0％ 

2. 承認：クラブ貢献賞候補者 3 名 

2021-22 年度第 1 分区ガバナー補佐 鈴木  稔会員 

 同  地区インターアクト委員長   菅原光雄会員  

同   米山記念奨学生カウンセラー 太田秀夫会員 

3. 取りやめ 

4. 承認 

5. 承認 

6. 承認： インターアクト年次大会は8月21日（日）

に茨城キリスト教学園高校で開催する。  
テーマはウクライナ情勢に因んだ内容として基調

講演は次の方にお願いする。午後の活動は現在検討

中。茨城キリスト教大学 ジャブコ・ユリア先生（ウ

クライナのリヴィウ大学出身）。 
コロナ禍を考慮して日程変更リスクをなくすため

ハイブリッド方式での開催を予定しており当クラブ

からZoom 操作の支援が必要となる。 
年次大会準備として、インターアクト名義の口

座を開設した。用途は登録料の入金、大会経費の

支払い。 
7. 承認 

8. 承認 

【その他の承認】 

佐藤邦裕会長：ウクライナからの留学生に対する日

立港 RC としての支援は、支援先を支援団体にする

か、留学生個人するかを茨城キリスト教学園と相談

し、国際奉仕委員会の事業として支出する。次年度の

国際奉仕委員会の費用として支援金額を計上する。 

 
 
【職業奉仕委員会      三田寺清 副委員長】 

1 月 16 日に「第 2 回 職業奉仕セミナー」開催

を予定していましたが、新型コロナウイルス感染

拡大防止措置（蔓延防止措置）を受け、5 月 29 日

に延期となりました、ホテル日航つくばで開催さ

れたセミナーに鈴木稔ガバナー補佐と共に出席し

てきました。セミナーの内容について報告させて

いただきます。出席者は想定 71 名。プログラムと

しては、13 時に新井和雄ガバナーの点鐘から始ま

り、13 時 15 分からエンターテイメントとして、

講談師 ５代目 宝井琴鶴氏の「日本のロータリ

ーの父 米山梅吉物語」、続いて、13 時 50 分か

ら地区職業奉仕総括委員長 鈴木冨士雄氏（つくば

学園）の講演「時代と共に変わりつつあるロータ

リー」、14 時 35 分から、第 2840 地区パストガバ

ナー本田博己氏（前橋RC）の「職業奉仕」から「奉

仕の理念」へ ～日本のロータリー 奉仕の第二世

委員会報告   

目標 1,408,000 円 

 本日のご芳志  9,000 円 

   トータル  1,236,216 円 

幹事報告              菅原光雄 幹事 
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紀の哲学～を拝聴しました。職業奉仕の理念、奉

仕の理想（理念）、など、そのものがいかなる形

で発生し、どのような変遷を経て、今日のロータ

リーの目的あるいは指針となってきたか、これか

らロータリーは時代と共にどう変わりつつある

のか、「職業奉仕」から奉仕の理念へと本田氏の

講演を拝聴し大変勉強になりました。   

【古川英希ゴルフ幹事】 
6 月 23 日（木）最終例会親睦ゴルフコンペは

グランドスラムカントリークラブ開催されま

す。現在 12 名が参加予定です。休日親睦ゴル

フコンペの開催を 7 月 18 日（祝月）に予定し

ていますので、都合を合わせて参加をお願いし

ます。先週の例会後、大みかゴルフクラブでプ

レーをしました。コースの状態は素晴らしく、

管理が行き届いていました。今後、会員の健康

増進のため、月 1 回程度、例会後にプレーして

はどうかとの意見がありました。毎月プレーす

る日を決めたほうがよいとのことから、毎月初

めの例会後にしたいと考えています。あらため

て案内しますのでご参加ください。 
【佐藤邦裕会長】 
ウクライナ人留学生支援について、理事会で「ク

ラブとして支援する」との了承をいただきました。 
詳細については茨城キリスト教学園と調整し進

めて行きたいと思います。つきましては例会場受付

にある、ウクライナの国旗の下のニコニコボックス

にご支援のご協力をお願いいたします。 
 
 

          山口憲生会長エレクト 

 

22-23年度会長方針と事業計画（案） 

      クラブ戦略計画目標（見直し案） 
      発表 

 
 閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 

 
今週の会場の花 

     ¨アンスリウム¨ 

      花言葉：旅立ち 

「22-23 年度 第１分区会長・幹事会内容」概要 
会長エレクト 山口憲生 

5 月 28 日（土）開催の題記会議内容は以下の通り

です。（主なもののみ） 

1. 来期の公式訪問は、ガバナー補佐事前訪問（日 

立港RC は 7 月 28 日（木））、ガバナー公式訪問（同

8 月 4 日（木））を日程に従い実施する。県北ロータ

ーアクトクラブは日立中央と一緒に行う。なお今年

度も懇親会食会は遠慮するとのこと。 

2. 一斉海岸清掃（9月18日（日））の実施の要領は、

当分区としては分区全クラブ合同で行うこととする。

なお、今年、来年まで実施することとなっているが、

ガバナー補佐としては、高萩、北茨城での実施も考え

るとさらに２か年計画したほうが良いかと思う。 

3. ロータリー賞受賞要件のクラブ目標の My 

Rotaryへの入力を5月31日までに完了してほしい。

（後日の訂正可。：会長エレクトにて入力します。） 

4. 県北ローターアクタへの支援は、従来同様続け

る。人頭割で単価 2,000 円） 注：ローターアクト

クラブはロータリークラブと同等の権利を持つ取り

扱いになったが、だと言って全く支援をやめること

はその育成方針にそぐわない結果をきたすこととな

るであろうから、現状は育成支援に力を入れる。な

お、当ローターアクトクラブのスポンサーは第 1 分

区各クラブが共同スポンサーであるが、輪番で世話

クラブを決めている。（設立順。次年度は日立港。担

当は青少年奉仕委員会） 

5. RI 事務総局長への出席報告は不要になったが、

出席勧奨、会員への動機づけの見地から各クラブで

出席、道表彰はとづけることとしたい。被表彰会員に

ついて地区ガバナーへの申請があれば個人表彰する

とのこと。 

6. その他 

① ロータリーの公共イメージ向上策として乗り合

いバス（茨交）車体への塗装広告検討の提案あり。高

額でもあるので今後の検討課題とする。 

② ガバナーを囲んで第１分区会員との懇親ゴルフ

を別途計画したい。日程は後日連絡。 

なお余興として、ローターアク

ト次期幹事高橋拓美会員の津軽

じょんがら三味線の演奏鑑賞。当

人がコンクールで連続優勝する

斯界の第 1 人者。 

 

本日のプログラム 

第8回クラブ協議会 

『 次年度委員会引継ぎについて 』 
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編集：会報・雑誌委員会 
  松橋好徳 糸賀正俊 五来美奈 
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URL： http://www.hitachi-ko-rc.com 

E-mail ： info@hitachi-ko-rc.com 

人の力とつながり：2022-23 会長テーマのロゴ 
「イマジン ロータリー」 
これが、ジェニファー・ジョーンズ

会長エレクトが、2022年1月20日
（木）に発表した2022-23年度会長

テーマです。  
ロゴに込められた意味 
このロゴには、各所に深い意味

が込められています。例えば、先住民の文化で「円」

は互いにつながっていることを意味しており、7
つの点は「人」をあらわすと同時に、ロータリー

の七つの重点分野を表しています。丸と点を一緒

にすると、航路を示す星、つまり私たちの道標に

なります。その下の太い線は、いわゆる「掘り出

し棒」で、力仕事をするときに使うものです。行

動を起こす人たちであるロータリー会員にとって、

物事を成し遂げるための道具を表しています。 
色について 
緑、紫、白の3色は、必ずしもアボリジニの文化とは

関係がありません。ジェニファー・ジョーンズ会長エレ

クトは、公式行事で服装を整える際、テーマジャケット

ではなく、これらの色（一つでも、三つすべてでも可能）

を使うよう 2022-23 年度ガバナーに要請しています。

「多様性、公平さ、インクルージョンを強調していくに

あたり、私たち一人ひとりが着るもので自分を表現しな

がら、つながりを持てるようにしたかった」とジョーン

ズ氏は説明します。色の解釈は何通りかあります。例え

ば、紫は「ポリオ根絶」、緑は新たに加わった重点分野

の「環境」、そして白は私たちの中核的使命である「平

和」を表しています。また、この3色を合わせると、女

性参政権運動「サフラジェット」の色になります。これ

は、ジョーンズ氏が初の女性 RI 会長となることから、

さりげなくその歴史に触れているのです。 
ロータリーボイス 投稿日: 1 月 24, 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他のお知らせ・連絡事項   

★★  行事の申込受付案内 ★★  

◆最終例会親睦ゴルフコンペ 

 6 月 23 日（木）グランドスラム CC 

現地集合 8：30 スタート 9：07  

◆休日親睦ゴルフコンペ 

7 月 18 日（祝月）グランドスラム CC 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
◇先週の例会で結婚記念祝いをいただい

た。6 月 18 日を迎えると 28 回目の結婚記

念日である。年齢も今年で 60 歳、髪もす

っかり白い、長いようであっという間の28

年だったように思える。◇2021-2022 年度

の例会も数えるところあと3回となりまし

た。今年度は、一斉海岸清掃、IM のホス

トクラブや創立 45 周年記念とビックイベ

ントが重なった。なおさらコロナ過におけ

る例会の休会やら佐藤会長の重責は計り

知れないものだったと改めて感謝の念を

感じました。佐藤会長一年間ありがとうご

ざいました。次年度はコロナの影響を受け

ず穏やかな一年が過ごせますことを願っ

ております。（い） 

6 月 16 日（木） 12：30～ 美かの 

「 第10回クラブ協議会 委員会活動実績報告2 」 

6 月 23 日（木） 18：00～ 美かの 

「 最終例会 」 

同 17：30～ 美かの 「 第 13 回理事会 」 

出席者 2021-22＆2022-23 理事・役員 

6 月 30 日（木） 休会 

7 月 7 日（木） 12：30～ 美かの 

「 第1回クラブ協議会  会長方針・事業計画発表」 

7 月 14 日（木） 12：30～ 美かの 

「 第2回クラブ協議会  委員会活動事業計画発表1」 

7 月 21 日（木） 12：30～ 美かの 

「 第3回クラブ協議会  委員会活動事業計画発表2」 

7 月 28 日（木） 12：30～ 美かの 

「 第4回クラブ協議会  ガバナー公式訪問に備えて」 

8 月 4 日（木） 12：30～ 美かの 

「第 5回クラブ協議会  大野ガバナー公式訪問」 

 


