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皆様こんにちは、この時期らしい

鬱陶しい日々が続いています。しか

し、雨が降って稲も育ち緑も濃くな

っております。我が家の家庭菜園で

も夏野菜が梅雨空の下元気に成長し

ております。太陽が照り夏の収穫が楽しみです。 
自然のサイクルに従って自分の行動を合わせて

行けば苦になりません。晴耕雨読ですか? そんな

中、久しぶりに映画を見てきました。大きなスク

リーンや迫力のある音響効果は家庭のテレビ、ビ

デオでは味わえないスケールの大きさを感じまし

た。若い時に先輩から「映画を楽しみ、更には原

作者、映画監督の意図を読み取ること忘れるな」

と言われたことを思い出した映画鑑賞の一日でし

た。 
 

 

開会点鐘  佐藤邦裕 会長 
R ソング  「我等の生業」 
 

 

 米山奨学生 ハニフさん 
 ようこそいらっしゃいました。 
 

本日の食事メニュー：刺身＆揚げ出し豆腐 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【受信書簡・メール】 
・2022-23 年度ロータリー財団・社会奉仕委員会合

同研究会開催のご案内 

・会員維持・増強「出前卓話」卓話者派遣のお知らせ 

・茨城県北RAC 例会開催のご連絡 

・ザ・ロータリアン 6 月号 

・東海那珂RC 創立 35 周年記念誌の送付 

・令和 4 年度日立国際交流協議会総会のご報告 

・みなみひまわり通信 6 月号 

 

佐藤会長から 6 月分

米山奨学金を交付しま

した。 
 
 
 

 
茨城大学のハニフと申します。 

 本日は私の近況についてご報告

させていただきます。  
体調、環境共に変わらず過ごして

おります。大学では修了するために

必要な単位は習得しました。現在は修士論文のた

めに研究をしております。研究課題は、ある数学

の定理をコンピュータ言語化についての修士論文

会員数 出席数 出席率 

37 25 73.53% 

出席免除者数 前回訂正 合計出席率 

4（本日出席1名） 9 100.0% 

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 

例会報告 

目標 1,408,000 円 

 本日のご芳志  5,000 円 

   トータル  1,241,216 円 

2022.6.9 

第 2015 回例会 

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 

出席報告            鈴木崇久 SAA 

にこにこ BOX 報告      鈴木崇久 SAA 

報告              

 

2021－22年度ＲＩ会長 シェカール・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） 

会長 佐藤邦裕  会長ｴﾚｸﾄ 山口憲生  幹事 菅原光雄 

6月はロータリー親睦活動月間です 

ビジター挨拶                        ハニフさん 

米山奨学金の交付                         
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を作成しております。  
私の研究は人工知能に関連するの研究です。こ

の研究に通じて人工知能の技術について勉強する

ことができました。将来、社会には人工知能の活

用が不可欠なものだと思いますので、研究で得ら

れた知識を活躍して、社会の生活効率を向上した

いと思います。  
 今後の予定は研究課題のコンピュータ言語化の

プログラムを書く予定です。  
 以上、私の近況につきご報告申し上げます。 

 
     

司会：佐藤邦裕会長 

  
 

2021―22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>と第 2 8 2 0 地区新井和雄ガ

バナーのスローガン＜地球の未来

を想い、地域社会に貢献しよう＞を

ふまえ、佐藤会長のクラブ運営方針①RI、地区目

標に沿った奉仕活動、新たな環境問題への取り組

み②組織の強化活性化③ロータリー賞獲得④HP 
改訂⑤新型コロナ感染防止対策に従った会合運営、

を課題に、クラブとして活動しました。 
しかし、昨年度同様、新型コロナ感染防止対策

の制約で、会員増強・ロータリー公共イメージ向

上策は不十分に終わりました。来年度からの制限

緩和を前提にしたロータリー活動・会員増強の再

構築・発展を期する一年でした。ただし、この環

境にあってクラブの重大事業、鈴木稔ガバナー補

佐のもと第１分区インターシティミーティングを

「国境なき医師団」に学ぶことをテーマに実施し

たこと、クラブ創立４５周年記念行事を開催でき

たことは、各実行委員会のリーダーシップと会員

各位の協力の賜物と評価すべきです。 
その他詳細は会員増強委員会、情報広報委員会

の報告に委ねます。なお、情報広報委員会にはRI
が要請している、ロータリーの「公共イメージ向

上」の使命を担っていることを申し添えます。 
 

 
 
1．新入会員研修 
新入会員向けの研修会を予定し

ておりましたが、コロナ感染の影響

で見送りとなってしまい、今年度は

実施できませんでした。今年度対象となっていた

会員の方には、是非来年度の研修に参加いただき

ロータリークラブについて知見を深めていただき

たいと思います。 
2．ホームページによる広報活動 
週次で発行される会報を HP（会員専用コーナ

ー）に掲載しておりますが、活動内容の発信に関

しては、イベントの中止が相次ぎ年 2 回の更新に

止まりました。来年度は本来の活動が実行される

ことを前提に、年間計画に沿って更新計画も立て

るのが良いと考えます。 
3．予算と実績 
広報活動費として、HP 年間保守料、レンタルサ

ーバ運用費、オンライン例会に伴う設備費用など

で 127,569 円が支出となりました。 
 

 

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

会が困難となり、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。現在も継

続中であるが、この間の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。編集後記など

委員のご努力に敬意を表します。 
プログラム委員会 
新型コロナの影響でこれまで前 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

第9回クラブ協議会 

『 2021—22 年度委員会活動実績報告 1 』 

 

本日のプログラム 

会員組織委員会       山口憲生 委員長 

クラブ管理運営委員会    鋤柄純忠 委員長 

情報広報委員会       平田伸一 委員長 
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改めてお願い申し上げるつもりです。詳細は各委

員会の報告に委ねます。 
 

 

1. 今年度は、新型コロナ感染症の

影響で 2021 年 7 月～2022 年 6 月

間で 4 回の例会が中止となり、41 回

の例会となりました。例会会場の

「美かの」さんを始め、会員皆さん

のご協力に感謝申し上げます。特に事務局の中

野さんには進行表を準備していただきスムーズ

に進行できたことに感謝いたします。また、会

場のズーム会議の設営について吉成会員と太田

会員の多大なるご協力ありがとうございました。 
2. 例会出席率は 5 月末現在 98.33％（例会 37 回

分）で、前年度 98.21％（例会 20 回分）と出席

率では同様となりました。今年度は 4 回中止の

状況でしたので開催される例会への出席の意識

が高まったのかと思います。皆様におかれまし

ては、ご多忙とは存じますが、会員全員が集ま

り顔を合わせることが「楽しい例会」の原点と

思いますので、例会への出席率向上にご協力お

願いいたします。「美かの」さんの美味しいラン

チを食べて、情報交換や会員卓話、外部卓話な

ど学ぶことも多く充実した時間ですので、毎回

楽しみに出席していただきたいと思います。 
3. にこにこボックスの募金は、目標1,408,000円

に対し、1,241,216 円と予算比 88.15％で、目標

達成できませんでした。あらためて皆様のご芳

志に感謝いたします。次年度も「楽しい例会」

となるように会員の皆様のご協力をお願いいた

します。 
4. 予算額 76,000 円 

実績額 53,500 円 
 

 

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例会はハイブ

リッドで実施しました。 
今年度の「環境と衛生を考える」テーマの卓話

はやや消化不良の感があります、次年度以降もこ

れについては継続していけたらと思います。 
「私とロータリー」は重く受け止める会員が多

くみられました、以前の「私の一言」のように近

況報告や今感じていることなど気楽に語れること

も大切だと思います。しかし新入会員の自己紹介

の機会にはいい企画だと思います。 
家族懇親例会、日帰り旅行はことごとく中止に

なり、残念な一年でした。次年度は実施できるこ

とを願っています。 
職場見学会は日帰りの分散開催になりましたが、

関係各位のご努力により東海第二原子力発電所の

見学ができました。現代日本が抱えるエネルギー

問題の最先端の現場を訪問できたことで今後の生

き方を考えるいい機会になりました。 
今年度は IM の当番クラブの重責を見事に果た

すことが出来、また当クラブ創設 45 周年の行事も

関係各位のご協力のより無事に開催できました。 
鈴木稔ガバナー補佐、佐藤会長はじめ皆さんの

ご努力に感謝申し上げます。 
 

 

  
活動報告報告発表 
 
 
 

 
 
今年度RI テーマ「″SERVE  TO 

CHANGE  LIVES ″奉仕しよう 
みんなの人生を豊かにするために」、

地区スローガン「″Think Globally、
Act Locally″地球の未来を想い 地域社会に貢献し

ましょう」を踏まえ、「クラブ会報」発行を通じて

タイムリーな情報の記録・共有を行いました。ま

た、会長方針を踏まえ、当委員会の活動を通じて

出席・会場委員会      鈴木崇久 委員長 

会報・雑誌委員会      松橋好徳 委員長 
プログラム委員会      鋤柄純忠 委員長 

親睦活動委員会       今野紀仁 委員長 
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クラブ活動の活性化に貢献できるように活動して

まいりました。更に、「ロータリーの友」や「ガバ

ナー月信」等の公式地域雑誌の内容について会員

の関心を喚起すべく紹介に努めて参りました。 
1．会報発行 
当クラブの諸活動を正確に記録するとともに、

会員間の情報共有を通じたクラブ活性化を念頭に

おき、発行して参りました。年間全 45 号の会報発

行を計画し、コロナ禍による例会中止の影響を受

けながらも、予定通り第 45 号まで発行することが

出来ました。会員および委員の皆様には原稿執筆

及び編集に絶大なるご協力を賜り、深く感謝申し

上げます。特に、中野事務局員には毎回の限られ

た時間内での紙面構成から完成・配布までご尽力

頂きありがとうございました。また、今年度から

委員になられた五来さん、神山さんの新鮮な編集

後記が好評でした。 
2．公式地域雑誌の記事内容紹介 
適時、「ロータリーの友」「ガバナー月信」等の

公式地域雑誌の内容について会員の関心を喚起す

べく、会報の中に『各国で実施された「環境にや

さしい」11 のプロジェクト(リサイクル)』紹介記

事等を掲載し、会員間のロータリー情報の共有に

努めました。 
3．クラブ事業記事の広報 
 今年度の会報・雑誌委員会としての投稿実績は

ありません。 
次年度も会報・雑誌委員会へのご協力をよろし

くお願い申し上げます。 
 
閉会点鐘  佐藤邦裕 会長 
      

今週の会場の花 

¨ガーベラ¨ 花言葉：常に前進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★  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  

◆夏の休日親睦ゴルフコンペ 

7 月 18 日（祝月）グランドスラム CC 

現地集合 9：15 スタート 9：45  

今後のスケジュールのご案内 

その他のお知らせ・連絡事項 

編集後記 
「もう 2 年間マスクをしているので慣れて

しまいました。外せません。」今朝のTV で

女子高生がインタビューに答えていた。普

通じゃない状態が続くとそれが普通にな

る。一昨年、昨年の新入社員にとっては、会

社生活の全期間がコロナ禍、出社とリモー

トとのハイブリット勤務体制が普通でそれ

が”会社”だ。最近になって漸くコロナ感染

者数が減少フェーズに入り出社人数も増え

てきた。入社 3 年目で東京から転勤してき

たA 君は、入社以来ほぼリアル上司・リア

ル先輩・リアル同僚と接していない。その

せいか立ち振る舞いはほぼフレッシュな新

人だ。一方で IT リテラシー、ある分野の規

則の知識、英語には長けていて正直負ける。

アフターコロナはどう働くか。人と人が触

れあい、直接会話から生まれる価値を私は

信じたい。コロナ禍で得た経験は活かしつ

つ、しなやかにそれらを融合していく新し

いチャレンジが始まる。2021 ｰ 2022 年度

も残りわずかです。この一年、コロナ禍で

も次々と大きな行事を成功させてきた日立

港ロータリークラブのこのしなやかで次年

度も頑張っていきましょうー。（か） 

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」 


