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2020-2021 年度 ホルガー・クナーク ＲＩ会長 

 

例会予定    ６月２３日 休会 

          ６月３０日 最終例会 

 

 

VOL.５８  Ｎｏ．１７ （通算Ｎｏ．2645） 

 

２０２１年６月１６日（水）  例会プログラム           

点     鐘 

ロータリーソング 

ビジター紹介 

出 席 報 告 

ＳＡＡ報 告 

諸 報 告  

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶                                   

クラブ協議会 他 

                                         写真提供者:河合恒芳会員 

                                                                                                                

２０２０－２０２１年度      会  長  北 村 英 明       幹  事  五木田裕一 

創立 １９６３年９月２５日 

≪例会場・例会日≫                        ≪事務所≫ 

〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 2790         〒303-0023 茨城県常総市水海道宝町 3386 

常陽銀行水海道支店内 3 階                             釜久ビル 3 階 

毎週 水曜日 12：30～13：30 �����0297-22-1251        ℡ 0297-30-0875    Fax 0297-30-0876 

                                              Email mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 

                                                       URL http://www.mitsukaido~rc.jp/ 

水海道ロータリークラブ 

mailto:mitsu-rc@lapis.plala.or.jp
http://www.mitsukaido%7Erc.jp/
https://my.rotary.org/ja/document/leadership-knaack
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例会報告    VOL.５８  No. １７ (No.2645)  ５月１９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            ◎クラブ協議会 

                            ◎ガバナー補佐あいさつ 

 

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) 

 

米山奨学生  王 昌さん   

皆さんはじめまして。只今ご紹介に

預かりました 王 昌と申します。中

国から来ました。毎月の例会に出席

出来ることを光栄に思っています。２

０１５年に中国の大学の日本語学科

を卒業して、日本語教師になる事を

目指して留学をしました。コロナ前に

は県立高校でも外国人の子どもたちに日本語を教えたりしていました。お笑い番組を見ることにはまって、

芸人さんから元気をもらっていてお勧めの番組がありましたら色々教えて下さい。未熟者ですが、これから

宜しくお願いします。 

 

誕生祝                        

       

≪会員≫熊谷 昇会員  青木清人会員      

≪ご夫人≫五味会員 

 

クラブ協議会  倉持功典会長エレクト 

２０２１－２０２２年度組織表(案)をボックスに入れさせていただきました。如何でしょうか。 

                 ・・・・・拍手にて承認・・・・・   ありがとうございました。 

 

幹事報告   五木田裕一幹事 

週   報  なし 

例会変更  なし 

理事・役員会報告 

１． ６月例会予定日・・・・９日・２３日(緊急宣言によっては変更あり) 

２． クールビズについて・・・６月～９月 ループタイ使用 
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３． 退会届けについて・・・・大串 卓会員 ６月末付け 

４． 花火大会について・・・シークレットにて開催 クラウドファンディング利用承認 

                            ・・・・・承認される・・・・ 

 

会長挨拶   北村英明会長    

皆さん、こんにちは。４週間ぶりの例会となります。大変ご無沙汰でござい

ます。 

今年は全国的に平年より 3 週間ほども早い梅雨入りとなりそうです。ジメジメ

した暑い季節に突入しマスクが邪魔で鬱陶しくなりそうですが、決して外すこ

となく、引き続きご自分を守って頂きたいと思います。 

 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。クラブ

一同歓迎申し上げます。２３日に行なわれる地区大会の資料をお届け頂き、

ウェビナー登録の仕方やＰＣでの参加方法を後ほどご説明頂けることと思います。当日全員が集まることは

出来ませんが、年に一度の地区のお祭りとも言える行事です。集合は叶いませんが、ライブ映像での参加

となり臨場感は味わえると思いますので、皆さんも是非アクセスしていただきご参加をお願いいたします。

つくば市ノバホールの現地会場への直接参加は、当クラブからは会長・幹事・北村ＰＧ・瀬戸地区副幹事・

石井総括委員長を予定しております。皆さんとは当日お目にかかりましょう。 

 米山奨学生の王さん、一年間を超える長いお付き合いとなります。学業の他にも日本の歴史・文化をしっ

かりと学んで頂いて、将来、日中交流の架け橋となって大いに活躍されることを期待いたします。カウンセラ

ーの石塚克己会員、どうぞよろしくお願いいたします。 

コロナ禍も衰えを知らず、日本全国で安全地帯がない、何時・何処で感染してもおかしくない、といった

状況となっております。茨城県も緊急事態宣言は解除となったものの、連日４０人～７０人位の感染が報告

されております。様々な地域で毎日のようにクラスターも発生しているようです。オリンピック・パラリンピック

開催に向けてワクチン接種も急ピッチで進められているようです。選手村の設置や練習場の提供などを通

じて大会開催をサポートする予定の 5 百を超える“オリンピックホスト”と呼ばれている地区・団体も、すでに

40 団体以上が協力を辞退しているそうです。米国の陸連などは、事前練習のために予定していた千葉県

内での滞在を断念して取りやめ、選手の安全最優先を掲げたようです。国内のアンケートでは、8 割超の人

びとが五輪開催中止・開催延期を希望しています。これらの意見を思いはかって、ＩＯＣ・ＪＯＣはじめ開催

責任者の賢明で迅速な判断を願うばかりです。ワクチン接種の予約システムに米国のＳＡＬＥＳＦＯＲＣＥと

いう会社のものが導入されており、そのシステムトラブルによって予約が取れないなど混乱を来した、という

ニュースがありました。近年、富士通と理化学研究所が開発した SUPER COMPUTER “富岳” が 4 つの

分野で世界一位を獲得して王者となったことが話題となりました。一秒間で数億回の演算処理ができ、BIG 

DATA の処理能力も世界一、大規模災害や地球温暖化・コロナの感染シミュレーションなども分かりやすく

迅速に計算できる能力を持つそうです。正に技術力世界 No.1 の Made in Japan の誇りだと思います。この

ような高性能なコンピューターがあるのに、なぜ米国のシステムを採用しなければならないのか？？疑問に

思うこの頃です。システムの開発能力はまた別の世界なのでしょうか？同じように、ワクチン接種の予約に

おいても、システムが数分でパンクしてしまったり、同じ人間が何回分でも予約できてしまったり、といったあ

きれてしまう現象が現に起きているのです。電話予約をするにも何十分経ってもつながらない、やっとつな

がったら先約でいっぱい、、、パソコンやスマホを利用していない人達からすれば、この国は本当に自分た

ちの生命を守ってくれるのか？守ろうとしているのか？悲観してしまう人たちも出てくるのではないでしょう

か？地方の都市であれば、民生委員などの力を借りて、各老人世帯を回ってヒアリングをし、接種場所・日

時の選定をする、などといったことができないものでしょうか？このような時のためにマイナンバー制度を使
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って国民台帳を基に一人ひとりに目を向ける態勢が取れないものでしょうか？ワクチン開発についても、国

が大手製薬会社に助成金を使うなどして、純国産のものはできないのでしょうか？ 

世界に誇れる先進国、と信じ、私は日本人であることに満足していました。しかし、ここ数年のコロナ対

応・対策に関して言えば、国民の大多数が満足できるにはほど遠い、統治能力を失った国家の姿が露呈さ

れてしまった。そんな気がしてなりません。 

今月は、青少年奉仕月間となります。当クラブでは３５年以上にもわたる豪州トゥーンバ RCとの短期交換

留学制度が一番の目玉となっております。コロナ禍で活動はSTOPしてますが、今後とも末永く続くことを希

望します。染谷秀雄会長年度に始まった、谷和原カップサッカー大会への協賛事業も今年で３回目となり

ました。固定された永続事業ではなく、毎年見直しを図った上での事業となってますが、、、RYLA への青

年派遣事業も次代のリーダー育成という主旨では大きな意味があります。また、今年度、単発とはなります

が、常総市・つくばみらい市の全中学生（約３千人）にエコバッグを配布して、環境保全の重要性の啓蒙活

動に役立ててもらえるよう、６月に両市教育委員会へ贈呈を行なう予定です。買い物の時に使用してもらい、

プラスチックゴミの排出削減に気を配ってもらうことが一番の目的ではありますが、何といっても、普段から

環境保全の大切さ・ゴミを出さないことの重要性 を認識してもらう、そして夕食時などに、家庭内でも環境

について、ロータリークラブについて少しでも話題に上ることを期待して進めている事業となります。コロナ

禍の中であるため、極少数名の会員の皆さんとともに両市への訪問を予定しております。 

４月２１日の例会後、クラブ戦略委員会を開催しました。水海道ロータリークラブの今後の活動について、

懸念事項・改善事項 などがないか？ そして、理想像は何か？を模索して、具体化して、皆さんに提案し

て、ご意見を伺いながらその姿に近づけてゆく役割の委員会であると理解しております。次年度以降の例

会場の場所、会場設営・片付けの仕方、例会の開催ペース、等々を当面の課題として議論してゆき、アン

ケートその他の方法で皆さんのご意見も頂きながら少しずつでも前に進めてゆく所存です。単年度ではな

く数年にわたる活動となるでしょう。クラブの方向性を左右する重要な話題も出てくることと思います。委員

会の活動をご理解頂きながら、今後とも是非ご協力をお願いいたします。 

６月の例会の開催日については、９日 ２３日を予定しております。 

大串会員が体調不良を理由として今年度限りで退会の申請があり、理事会承認されました。昨日五木田幹

事と、中島成則会員のご母堂様のお通夜に参列してきました。コロナ禍の中、家族葬ということでしたが、ク

ラブを代表して皆さんの弔慰を届けて参りました。 

 

ガバナー補佐あいさつ  第７分区 ガバナー補佐山崎恭弘様 

・地区大会の冊子を届けに来ました。５月２３日は、各クラブの会長・幹事、地

区役員の出席で一般会員については参加しないということで行われます。冊

子裏面に載っていますオンラインで見て頂くということでご理解の程宜しくお

願いします。 

・茨城県の海岸美化について・・・９月１２日１０時より 

当日４カ所同時に始めることになり、全員がこちらのシャツを着て清掃します。

７分区は日立の方の海岸になります。詳細については後日に。 

・７分区のゴルフ大会ですが、５月３１日までに参加名簿の提出お願いします。 

 

出席報告   小島富雄委員 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５１名 ３２名 １８名 １名 ２名 ６８．００％ 

 



６月はロータリー親睦活動月間 

5 
 

ニコニコボックス   石井康弘委員長          入金額  66,000 円   累計  1,328,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫熊谷会員 

〔今日は７０回目の誕生日です。古希を迎えました。不思議な感じです。  青木(清)会員   

≪ご夫人≫五味・稲葉  各会員 

王 昌さん、ようこそ!長いお付き合いとなりますが、是非日本を学んで頑張ってください。 北村(英)会員 

みなさま、久し振りの例会。よろしくお願いします。  五木田会員 

雨が続きますね。  倉持会員 

皆様お元気ですか。２３日は地区大会です。ZOOM で参加して下さい。  北村(仁)会員 

コロナは一向に収まりそうもありません。皆さん、一層のご自愛の程祈念申し上げます。 松坂会員 

米山奨学生の王さんをよろしくお願いします。  石塚(克)会員 

米山奨学生 王 昌さんを宜しくお願いします。  瀬戸会員 

山崎ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。  大塚会員 

山崎ガバナー補佐ようこそおいで下さいました。また例会会場の設営にご協力頂いた皆様感謝申し上げま

す。米山奨学生「王さん」いろいろ学びましょう。  石井会員 

久々の例会よろしく!  鈴木(茂)会員 

早い梅雨入りになりそうです。くれぐれもコロナにご注意して下さい。  青木(英)会員 

早退します。  白井会員 

ネクタイ忘れました。  古矢会員 

用事が重なりまして申し訳ありません。今後お役に立てるよう努力致します。  中嶋(利)会員 

例会欠席しました。  前島・小林・山中・山﨑(哲)  各会員 

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 
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地区大会写真集 
令和３年５月２３日(日) 於:ノバホール 

 

  

   


