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例会報告    VOL.５８  No. １６ (No.2644)  ４月２１日(水) 晴れ (司会 大澤 清委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ            ◎会長エレクト研修セミナー報告 

                                     倉持功典会長エレクト 

 

ビジター 

第７分区ガバナー補佐  山崎恭弘様 (竜ケ崎ロータリークラブ) 

IM の計画をしましたがコロナの関係で中止となりましたが、記録として冊子を作

成しました。その冊子をお持ち致しました。 

分区のゴルフ大会ですが、６月１７日(木) 江戸崎カントリー倶楽部で開催致しま

す。締め切りは５月３１日です。 

月信４月号の P２地球環境保全プロジェクト”茨城海岸の清掃９月１２日又は１９

日”会議をお読みいただきますと海岸線の清掃について掲載されております。

海岸線に接していない分区につきましては、どこかにお手伝いとなります。決まり次第ご連絡したいと思い

ます。 

 

誕生祝                       委嘱状 

             

≪会員≫桑名佳明会員  淀名和茂彦会員     米山カウンセラー  石塚克己会員 

 

幹事報告   五木田裕一幹事 

週   報  なし 

例会変更  なし 

５月の例会開催予定は５月１２日と５月２６日です。 

例会終了後に戦略委員会を開催致します。関係者の方はよろしくお願いします。 

 

会長挨拶   北村英明会長    

みなさん、こんにちは！春まっ只中の陽気となって参りました。新緑も日に日

に色が濃くなっていく様子がうかがえます。コロナ禍の中ではありますが、ツツジ

を始め木々の美しさや華々しさをしばらく堪能したいものですね。本日は山崎ガ

バナー補佐、ようこそ常総の地へお越し頂きました。会員一同、歓迎申し上げま

す。 

新型コロナウィルスの状況は、一向に終息に向かう様子はなく、むしろ拡大の

一途をたどっております。大阪府圏に加えて東京都圏も、間もなく３度目の緊急

事態宣言が発令されるのは確実の状況となってきました。にもかかわらず、TV

放映などを見ても、都内や地方の駅前でも飲食店が早めの営業を終わった後の広場や公園などでマスク
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をせずに大声で飲食や話をしていたり、ドンチャン騒ぎをしている光景があり、若者をはじめとする人びとの

危機感のなさにはあきれるばかりです。 

このような中、皆さんはオリンピック・パラリンピックが本当に開催出来ると思いますか？菅総理はじめ、政

府の対応としては前のめりに開催に向けて邁進しているようです。しかし、国内でも７割以上の人びとが開

催に不安を持っている旨報道がありました。日本では、いわゆる Lock down（都市閉鎖）のような手法で強

制的に人の外出・行き来を止めるようなことが法律上認められていないそうです。戦後の GHQ が作った憲

法のままでは、国民の行動をそこまで規制する法制度がないそうです。しかしながら、これに近い規制をか

けないと、開催の夢は完全に泡と消えることでしょう。開催しないと今まで頑張ってきたアスリートの努力が

報われずに可哀想だ、といった意見もありますが、普段の生活で努力を重ねている一般の方についても、

皆がそれぞれの分野で我慢・辛抱を募らせているのは同じことです。入学式・卒業式・結婚式・卒業旅行・

定年後の記念旅行・甲子園大会・演奏会 などなど、どれだけ多くの人びとがコロナ禍で人生の節目のイ

ベントを妨害されてきたか、夢を絶たれてきたか、、、といったことを考えても、胸を張って楽しく開催できる・

観戦できる状況でない限り、無理をする必要性はないのではないか、と個人的には判断します。経済面で

の開催時のメリット、中止時のデメリットなどは計り知れないものではありますが、、、。 

さて、ロータリー活動についてお話しします。先日４月８日（木）に神達市長と面会し、常総市に１００万円

を寄付して参りました。皆様からのニコニコ BOX をはじめとする浄財と熱意を届けてきました。つくばみらい

市と同様、コロナウィルスの感染防止・ワクチン接種に役立てていただく、という紐付きの条件を提示して、

密を避けて少人数で、大澤会員と二人で渡してきました。使い途については次回市長が当クラブに訪問さ

れる際、卓話の中で報告頂く予定となっております。また、市の広報にも掲載予定です。大澤さん、ご苦労

様でした。  

また、これからの予定としては、先日理事会で承認いただいたエコバッグの配布事業があります。常総市

内・つくばみらい市内の全ての中学生にエコバッグを配布することによって、環境保全についての啓蒙活

動をすることが目的です。一つが約３５０円 全生徒約３千人、総額約百万円となりますが、両市の教育委

員会に贈呈して各学校の全生徒に配布してもらう予定です。 

ＲＩの活動の重点項目が今年度は７つ掲げられてますが、その一つの重点テーマである環境保全に関し

てホルガー・クナークＲＩ会長は特に力を入れているようです。その思いをうけて、２８２０地区でも池田ガバ

ナーが環境問題を重点テーマにされております。次年度とまたがることになりますが、９月に県内の太平洋

沿岸地区の清掃活動も予定されています。我々第７分区は日立地区に行く旨、聞いております。詳細は倉

持会長エレクトから後ほどご報告があることでしょう。これらのガバナーの思いもあり、当クラブでも環境保全

に関する奉仕活動が出来ないか模索しました。集まることが困難な状況で、地域社会に何らかのインパクト

を与えられる事業。将来を担う若年層にも環境問題について少しでも関心を持ってもらい、家庭内でも話し

合うキッカケになるのでは？また、近年課題とされているロータリークラブの社会への認知度を上げる効果

も期待できるのでは？との思いで進めて参ります。宮代会員のご協力を頂き、出精値引きのバッグにはＲＣ

のシンボルマークと当クラブの名称を印字します。皆さんのご理解・ご協力を宜しくお願いいたします。 

去る４月１２日午前８時頃、全世界に、アジアに、特に我が日本に衝撃が走りました。プロゴルファーの松

山英樹選手が MASTERS TOURNAMENT で見事優勝を飾ったのです。ゴルフをされる方は当たり前に、さ

れない方でも一度は聞いたことがあるでしょう。“ゴルフの祭典”として全てのプロゴルファーの憧れ、ゴルフ

ァー人生の生涯の目的とされる Green Jacket（優勝者の証）にはじめて日本人が袖を通したのです。連日

TV でも話題に上ぼり、茨城新聞でも５～６面がこの NEWS で飾られていました。TV の実況や解説者が優

勝決定のカップインの後、号泣して一分間弱の沈黙が続き話せずにいた、放送事故状態のことも話題とな

りました。この沈黙が、かえって感動をより際立たせました。そして何よりも心を打ったのが、この大会に彼が

初めて出場し BEST  AMATEUR を勝ち取ったとき、東北福祉大学在学中に東北大震災の直ぐ後で出場
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を迷っていた彼の背中を押す様な形で元気づけた地元東北の人たちの心の優しさ・広さ・強さ が今でも

心に焼き付いている、という話でした。ベストアマ・今回の優勝で東北の方達にも２度に渡り元気を届けるこ

とが出来たわけです。延べで１３０人以上の日本人が挑んでも成し遂げられなかった快挙を、８０年超の念

願を叶えたのでした。様々なインタビュー記事があった中で、松山選手の休日の過ごし方は？との質問に、

「ゴルフやってます」、と答えていたのが余りに印象的でした。時間があればゴルフに関わる、人生の全てを

ゴルフ＝職業のために費やす、といった姿勢かと思います。我々一般の職業人としては、中々理解は出来

ませんが、“好きこそものの上手なれ” の極みかと思います。私も含めゴルフ好きの方、この姿勢の１０分の

１でも、参考にしたいものですね。今後、松山選手は４大大会グランドスラムに向けて引き続き邁進してゆく

ことでしょう。益々の飛躍を期待し、応援しようではありませんか！ 

５月の例会に関しまして、１２日・２６日を仮の予定日と考えてますが、緊急事態宣言の成り行き次第では、

開催が叶わなくなるかも知れません。本日の戦略委員会でも議案に載せて今後の運営の指標とさせて頂き

ます。引き続き、くれぐれもお身体ご自愛くださいませ。 

 

クラブ協議会 

２０２１－２０２２年度 幹事変更について 

鈴木勝久会員が体調不良により幹事を辞退しました。次年度幹事に鈴木茂徳会員が快く引き受けて下さ

いました。ご承認いただけますでしょうか。   ・・・・拍手 承認・・・・ ありがとうございました。 

 

会長エレクト研修セミナー報告 倉持功典会長エレクト 

    
 

  

会長エレクト研修セミナー報告
4月3日、4日の二日間にわたり筑西市のダイヤモンドホールにて開催されまし

た、会長エレクト研修セミナーに参加してきました 。
下館ロータリークラブの PETS実行委員長と会長あいさつに続いて新井ガバナー

エレクトより次年度のRIテーマの発表がありました。
次年度RIテーマは“SERVE TO CHANGE LIVES” 「奉仕しよう みんなの人生

を豊かにするために」です。
次年度RI会長のシェカール ・メータさん自身が経験された奉仕活動を通じて 、

奉仕は施されるものの人生を豊かにするだけではなく 、同時に与えた者の人生を
豊かにするとの思いからこのテーマにしたとのことです 。そして行動するために
は、もっと成長する必要があるので 、世界で良いことをするロータリアンを 130
万人に増やそう！と言っています。
さらに新しい重点分野として 「環境の保全」への取り組みを宣言しています。

地域社会への貢献は地球環境を改善し 、人類の持続可能な発展に寄与します 。そ
のために、世界でロータリー奉仕デーを実施しょうとのことです 。
これによって、地区スローガンをʻʻThink Globally, Act Locallyʻʻ「地球の未来を想
い 地域社会に貢献しましょう 」とし、地区目標は「2820地区の持続可能な発展
に資する奉仕活動の推進 」と発表しました 。具体的な行動指針として （次ペー
ジ）

１ ロータリーの新しい重点分野「環境保全」の推進
9月12日にロータリー奉仕デーとして茨城の海岸清掃を行う。

２ クラブをサポートする持続可能な地区運営体制の強化
地区2,000名の回復・各クラブ2名の純増

３ 質の高い奉仕活動の推進
クラブセントラル活用を推進する

４ 公共イメージの向上
地区ホームページ、茨城新聞ロータリー情報館、SNS等の各種メディアによる発
信

2820地区ロータリービークルで全クラブ訪問10,000キロ走破
５ ロータリー財団の活用と支援

６ 米山記念奨学会の支援

７ ヒューストンに行こう！
2022年6月4日～8日にロータリー国際大会がヒューストン（米国）で開催されま
す。
宇宙につながる紺碧の空が皆さんをお待ちしております！と締めております。

二日目は、水野功（東京飛火野RC） RI研修リーダーの講演でとても良かったのでご
紹介します。
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★会長はオーケストラの指揮者です！！

★ハイブリッド、ZOOMシステムの活用！！

★職業分類を見直して、多様性を求めてい
く！！

★ITにひもずく要素を理解する能力や操作する能力
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出席報告   武藤康之副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５１名 ２７名 ２４名 ０名 ０名 ５２．９４％ 

 

ニコニコボックス   石井康弘委員長          入金額  63,000 円   累計  1,262,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫淀名和・桑名  各会員  ≪ご夫人≫石塚(克)・中山  各会員 

娘が中学生になりました。  中山会員 

欠席が続きました。  淀名和・中山・石塚(克)  各会員 

長男夫妻が家に戻り無事入社しました。  北村(英)会員 

山崎ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。倉持次年度会長ＰＥＴＳ報告よろしくお願い申し上げます。 

五木田会員 

皆様お元気ですか!グリーンが目に染みますね。楽しみです。  北村(仁)会員 

前向きに頑張りましょう!  五味会員 

倉持会長エレクト卓話楽しみにしております。  石井会員 

その他  田上会員 

本日早退します。  宮代・廣井  各会員 

前回休みました。  武藤会員 

例会欠席しました。  古矢会員 

会報委員会  染谷正美委員長  河合恒芳副委員長  中島成則委員 

★常日頃、クラブ運営の中で議論して
いかねばならないという結論でもあ
る。！！

2021-2022年度もコロナ禍の中での
運営になることと思います。

クラブ会員の皆様のご理解ご支援をよろし
くお願い申しあげます。

ご清聴ありがとうございました。

令和３年4月21日
会長エレクト 倉持功典


