
６月はロータリー親睦活動月間 

1 
 

ＲＩ第２８２０地区 

 

 

 

 

                  

2020-2021 年度 ホルガー・クナーク ＲＩ会長 

 

例会予定    ７月７日 休会 

          ７月１４日 倉持会長・鈴木(茂)幹事 年頭のあいさつ 

 

 

VOL.５８  Ｎｏ．１９ （通算Ｎｏ．2647） 

 

２０２１年６月３０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                                   

一年間を振り返って  会長・幹事 

                                          

                                                                                                                

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. １８ (No.2646)  ６月１６日(水) 曇り (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 

                            ◎米山奨学生卓話  王 昌さん 

 

ビジター 

米山奨学生  王 昌さん   

 

 

 

 

誕生祝                        

       

≪会員≫倉持功典会員  青木英男会員      

≪ご夫人≫齋藤(政)会員 

 

地区大会表彰 

  

長寿表彰 大塚令昌会員  山崎善市会員 

                 

１００%出席４０年以上 松坂興一会員 北村 仁会員       １００%出席２５年  熊谷 昇会員 

 

諸報告 

ロータリーの友委員会  武藤康之委員長 

横組み P２３～P２５ 侃侃諤諤 新型コロナ体験 得たこと 失ったこと  
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クラブ協議会  倉持功典会長エレクト 

２０２１－２０２２年度組織表クラブ戦略委員会を追加したものを皆さんのボックスに入れさせていただきまし

た。 

２０２１－２０２２年度予算(案)ですが、如何でしょうか。(別紙) 

                 ・・・・・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 

 

会長挨拶   北村英明会長    

皆さんこんにちは！ 夏に向かって、陽光降り注ぐ季節となって参りました。湿

度の高いジメジメしたウットウしい日々が続きますが、決してマスクを外さずに

コロナウィルスの感染防止を心がけましょう。例会も５月１９日以来、４週間ぶり

となってしまいました。５月２４日に茨城県から、常総市が感染防止重点措置

地域の感染拡大市に指定をうけ、５月２７日～６月９日まで外出自粛の要請が

出てしまい、集会が叶わなくなったためです。事実、県内各所でクラスターも

発生し、身近でも発生の事例も出ているため、やむを得ないこととは思います。

６月９日と２３日 と理事会で決定した矢先ではありましたが、以上の事態と、今年度の基本方針、ウィルス

の潜伏期間を考慮して２週間空けて例会を開催する、という基準に則り判断した次第です。ご理解の程宜

しくお願い致します。王さん、ようこそお越し頂きました。元気そうで何よりです。後ほどの卓話、宜しくお願

い致します。 

 さて、去る５月２３日（日）につくば市ノバホールにて地区大会が執り行われました。会長・幹事・地区役員・

来賓 のみ、という異例の方式でした。懇親会もなし。フィリピン・タイなどの友好地区も訪問は叶わず、人

数も１５０名前後？だったかと思われます。しかし人数やボリューム的な華々しさはなくても、例年と遜色の

ない、内容としては変わりのない式典であったかと思われます。オープニングは松田聖子さんのヒット曲 

“瑠璃色の地球”の生デュエットから始まり、かけがえのない地球を守りたい、環境保護を重点活動とする、

というＲＩ及び２８２０地区のテーマが前面に出されたオープニングでした。ＴＶ局関係の広報的な仕事を請

け負っている専門業者に壇上の設営や映像処理を依頼した、とのことでとてもお洒落な演出だったと思い

ます。根本大会実行委員長＝次年度第７分区ガバナー補佐もうれしそうにお話しになっていました。 

 例年のプログラムと大きく違っていたのは、講演会がなかったこと。それに変わり、今年はパネルディスカ

ッション方式で、地球環境の現況と、危機意識の高揚に向けた問題提起に関する討論会が行なわれました。

公益財団法人地球環境戦略研究機関シニアフェロー：天野正博様はじめ７人のパネラーと新井ガバナー

エレクトによるわかりやすく、熱のこもった討論会でした。実に、年間で３億６千万トンのゴミが海岸に漂着⇒

内廃プラスチックが８００～１２００万トン（大型トラック２百万台分）が海に溶け込んだり海岸に打ち上げられ

ているそうです。溶け込んだマイクロプラスチックは食用の魚から始まり、食物連鎖で大型の魚や鯨・イルカ

などの哺乳類、ウミガメなどへの甚大な被害が起きていること、その生態系を破壊することによる我々人類

への食糧危機をはじめとする影響は、想像に難くありません。“地球環境保全を考える”と題して、茨城海岸

美化プロジェクトの提案がされました。 

池田ガバナーが提唱され、新井Ｇエレクトに引き継がれたこの環境美化プロジェクトは 9 月 12 日(日)に当

地区全体で一斉に執り行われることになりました。12 日(土)に龍ケ崎市の松泉閣で新旧会長・幹事会に出

席してきました。上記プロジェクトの説明が主な議題でした。第７分区は第１分区との合同で鵜の岬海岸の
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清掃奉仕作業をすることになったそうです。参加人員の募集や詳細は次年度に委ねますが、会長エレクト

他から近々のご連絡があることと思います。参加対象は、ロータリアン及び家族・インターアクト・ローターア

クト・米山奨学生・学生・その他 となっております。ガバナー事務所が先導しての２年度に渡るビッグ・イベ

ントとなります。多数のご参加をお願い致します。 

 環境保全に関する奉仕活動としては、当クラブではエコバッグを常総市・つくばみらい市の全中学生に配

布して、買い物時にポリ袋を少しでも消費しない・使用しない・捨てない 

ことによるゴミの削減をテーマとして進めております。また同時に、石油を原料とする製品の削減による二酸

化炭素排出量削減にも貢献できると確信しております。１８日に常総市、２５日につくばみらい市、各市の教

育委員会に贈呈してきます。蜜を避けて、少人数にて、と考えております。ゴミを捨てない、ゴミを生み出さ

ない意識を子供達に持ってもらえるように、ＰＲコメントを添えて一人ひとりに学校単位で配り、各家庭で環

境について・ロータリークラブについて話す機会を作ってもらえるよう考えた企画です。ご理解の程宜しくお

願いします。 

 先日、クラブ戦略委員会からアンケートを配布させて頂きました。例会場の固定化（場所の選定）・設営方

法から例会の開催頻度・クラブの看板となる名称の件 など、水海道ロータリークラブの活動の根幹となる

項目が沢山挙げられたと思います。よく考えて頂き、前向きで建設的なご意見をお願いしたいと思います。 

 本日のプログラムについて、年度のほぼ終わりでありながら残念ながら委員長活動報告をお願いできな

い状況です。それだけ活動ができなかったから仕方がないのですが、つくづく無念の極みであります。上

述のような、コロナ関係・環境関係の奉仕活動ができたことについては納得しておりますが、、、委員長の引

き継ぎについては、現況報告書を参考にしながら各委員会で行なって頂ければ、と思います。 

 近日中にサプライズ、として皆さんのご家族向けにプレゼントを送付する予定です。会長と幹事の連名で

封書郵便にて近々、コメントをお届けします。現物は来週までには各ご家庭に届く予定となっております。

会員同士の懇親の場はもちろん、ご家族連れの懇親の場が持てなかったことについて、せめてものお詫び

の印です。集まることが叶わない状況でしたので、会員の皆様にはご理解頂いているとは思いますが、、、、

ご家族の皆様には、くれぐれも宜しくお伝え下さいませ。 

 明日１７日に、第７分区のゴルフコンペがあります。エントリーされた約４組の皆様、明日はコロナ禍のウッ

プンをゴルフボールにぶつけてきましょう！ 

 ワクチン接種も徐々に行き渡っているようです。引き続き、お身体ご自愛下さいませ。 

  

  常総市エコバッグ贈呈 
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   つくばみらい市エコバッグ贈呈 

 

米山奨学生卓話    王 昌さん 

   

   

   

   

筑波大学 人文社会科学研究科 王昌

2021.6.16 水海道RC 卓話

私の故郷

ー中国 山西省ー

1.山西省って、どこ?

2.山西省と言えば 3.老陳酢について

名前の由来：

普通の黒酢より、熟成期間が長く、味わいが濃厚である。

おすすめのレシピ：

3.老陳酢について

人気の理由：

内陸部の黄土高原と呼ばれる地帯に属し、

①水のアルカリ性がやや強い

②一年を通して乾燥しているため、

食欲がわきにくい

3.老陳酢について

人気の理由：

③乾いた土壌でも栽培可能な小麦・粟・とうもろこし・黍などの穀類や

 ジャガイモを多く生産している

➡主食は麺食が中心 (200種類以上、「麺の故郷」とも呼ばれる)
麺食と黒酢の相性は非常に良い

3.老陳酢について

人気の理由：

④健康効果： 血圧を下げる 血糖値の急激な上昇を抑える

内臓脂肪を減らす(黒酢ダイエット)

老陳酢の購入先：ネット通販、中華物産店

4.石炭について

山西省の面積：中国の国土面積の2%未満

山西省のGDP：全国18位

石炭資源の埋蔵量：中国全土の20%以上

➡石炭火力発電は山西省経済の動脈と言っても過言ではない

4.石炭について

過酷な労働環境

4.石炭について

石炭頼りの問題点

①大気汚染、地盤沈下など

②国営企業の支配力が圧倒的に強い➡コネ入社、コネ昇進が横行

(中国式人間関係 Chinese Guanxi)

③資源枯渇による景気悪化

5.そのほか

世界文化遺産3件登録

平遥古城 五台山 雲崗石窟
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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 ３９名 １２名 ０名 ０名 ７６．４７％ 

 

ニコニコボックス   石井康弘委員長          入金額  87,000 円   累計  1,415,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫倉持・青木(英)  各会員  ≪ご夫人≫齋藤(政)会員 

オリンピック・パラリンピックに向け政府が前のめりです。日本が無事でありますように!! 北村(英)会員 

オリンピック空手道競技女子６１㎏級に教え子、染谷選手が内定しました。観戦していただければ有難く思

います。  秋田会員 

北村会長年度最後の月となりましたね。  倉持会員 

皆様お元気ですか。２回目のワクチン接種昨日完了致しました。これで安心、ガンバリます。北村(仁)会員 

記憶にのこる１年でした。会長・幹事さんご苦労様でした。皆さん此の一年お世話になりました。有難うござ

いました。  松坂会員 

あと２回よろしくお願いします。  松村会員 

北村・五木田年度ももう少しでゴールですね。  染谷(秀)会員 

ロータリーの友の紹介の最終回です。  武藤会員 

自粛自粛でストレスがたまります。   染谷(正)会員 

注射終わりました。  熊谷会員 

王さん、ようこそ! 第１回目のワクチン、接種しました。  瀬戸会員 

今年度も残り２回となりました。親睦委員会として何もできない一年でした。  宮代会員 

生まれて初めてホールインワンする夢を見ました。  山﨑(哲)会員 

前回４月７日以来の出席です。本当にしばらくぶりという感じです。  斎藤(広)会員 

皆様ご無沙汰致しております。  大塚・雨谷  各会員 

皆さんお元気そうで何よりです。  荒井会員 

久し振りの例会出席になりますが、どうぞ宜しくお願いします。  鯉沼会員 

おかげさまで釜初ビルからダイゼンビルになりました。  前島会員 

王さん、卓話楽しみにしています。また今日は私が守谷駅へ送りますネ。  石井会員 

名札忘れました。  青木(英)会員 

所用のため早退させて頂きます。   廣井会員 

次回欠席します。  五味会員 

欠席続きました。  松崎会員 

その他  五木田会員 

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 

ご清聴ありがとうございました。
コロナ禍が落ち着いたら、ぜひ遊びに来てください。


