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例会報告

VOL.５８

No.

３ (No.2631)

８月５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

◎２０２０－２０２１年度事業計画発表

◎入会式

◎クラブ協議会

入会式
五味康友会員
歴史ある水海道ロータリークラブに入会させて頂きました。地域の
貢献になるように努めていきたいと思います。

ビジター
第２８２０地区 パストガバナー 倉沢修市様 （竜ケ崎ロータリークラブ）
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）
茨城Ｅクラブ会長 徐 佳鋭様
永田雄治様 （春日部西ロータリークラブ）
米山奨学生 傅 梦菊さん
こんにちは。最近は７月で授業は終わりましたので、自分の研究を頑張って
ます。梅雨が明けて急に暑くなってますので、熱中症にお気を付けて下さ
い。

誕生祝

≪会員≫齋藤政博会員
≪ご夫人≫河合会員

山中弘樹会員
石塚（利）会員

松坂興一会員
田上会員

山中会員

前島会員

山崎ガバナー補佐より
７月１８日に東雲において財団セミナーが開催されましたが、コロナの関係で午前中に終了となりＭＯＵ（地
区補助金クラブ参加資格認定書）を渡すのをわすれてしまい、本日お持ちした次第です。
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クラブ協議会
２０１９－２０２０年度 決算

瀬戸隆海前年度会長

別紙の通り
監査報告

武藤康之会員

２０１９－２０２０年度、水海道ロータリークラブの収支決算について、関係諸帳簿と証拠書類について監査
した結果、すべて符合しており適正でありましたことを報告いたします。
・・・・・・・・拍手 承認・・・・・・・・

諸報告
ロータリーの友委員会

武藤康之委員長

他の書籍類とは違い、左開き側からは縦書き、右開き側からは横書きとなっており、大変珍しい形式の雑誌
です。 昭和 28 年に第一号が発刊された時以降、しばらくの間は縦書きのみだったそうですが、国内各ロ
ータリアンからの投稿文や、短歌・俳句の掲載など内容が多岐にわたるに連れ、編集委員の様々な試行錯
誤の結果、現在のような形（両開き）に落ち着いたという事です。
ちなみに左開きが RI 関係、右開きが短歌・俳句等、ロータリアンの投稿が主な内容です。 ただ、コロナ禍
以降、各クラブの例会開催がままならず、記事の収集や寄稿の減少に編集委員一同、頭を悩ませている状
況だそうです。 各メンバーさんの奮っての投稿をお願い致します。
茨城Ｅクラブ会長あいさつ

徐 佳鋭様
こんにちは。来週よりお盆ですが、設立してから１年以上経ちました。昨年
の水害には水戸市に軍手等を寄付し、今年はコロナのためにつくば市の保
育園に除菌液と県にマスクを寄付しました。このような活動しています。

幹事報告
週

五木田裕一幹事
報

例会変更

なし
竜ケ崎ＲＣ ８月１１日（火） 休会
牛久ＲＣ ８月１０日（月） 休会

会長挨拶

北村英明会長
本日は、倉沢パストガバナー 山崎ガバナー補佐 徐 佳鋭さん そしてフ･ムキ
クさん 永田様 ようこそクラブ例会にお越し頂きました。クラブ一同、歓迎申し上げ
ます。山崎さんにおかれましては、７月に続き月例でのご参加となります。徐さんが
会長である昨年度立ち上がった茨城―Ｅクラブもますます発展的な成長をされま
すこと、クラブ一堂心よりお祈りいたします。発展をお祈りし、昨年度に引き続き支
援金を贈呈させて頂きます。
コロナ禍の最中、ＺＯＯＭ等を活用してＷＥＢ会議やテレワークがかなりの早さで
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普及しつつあります。Ｅ―クラブの手法はそのような会議形態の在り方の最先端手法かと存じます。我々も
将来的には同形態の会合や会議の必要性に迫られるのでは？と考えさせられる昨今であります。
さて、コロナウィルスについては、毎日の Top News でも取り上げられているとおり、連日千人を超える感
染者が全国に広がっています。その内の１／３程が関東圏から発出しております。その内でも感染経路の
不明者が半数以上となり、常総市内・つくばみらい市内でも数名の感染者が出ているなど、もはや何時・誰
が・どこで感染しても何ら不思議ではない危険地帯に日本国全体がなってしまいました。大阪府知事が５人
以上の飲み会の自粛・その他全国的に知事が飲食店の営業をＰＭ１０時まで、と指示するなどの自粛策が
｢要請｣として発令されてます。日本独特かと思われますが、自粛要請なので罰金などの処罰は科せられま
せんが、皆さん是非、なお一層の予防に心がけて頂きたいと思います。
米国･欧州の製薬会社やオックスフォード大学・ケンブリッジ大学、そして日本の大学や研究機関なども
ワクチンの開発、治療薬の開発に盛んに挑んでいるようですが、、、特に日本国内での実用化の目処は数
ヶ月後になる見込み、というのが現状でございます。現在 猛威を振るっているウィルスも１月・２月に日本
に被害を与えた物とは変異をした、別の型では無いか？といった見立てをしている専門家の意見もありま
す。インフルエンザウィルスの様に、様々な種類の様々な特徴を持った型が存在している可能性が指摘さ
れております。
第一次世界大戦当時に猛威を振るった “スペイン風邪” も、何度か変異を重ねた為に全世界の４人に
１人が罹患（当時全世界人口約２０億人中の５億人）し、１７百万人とも５０百万人とも言われる死者を発生さ
せました。第三波まで流行が起きて、第二波の時の発症者が最も多く、死亡率も高かった、と言われており
ます。スペインが発祥では無かったにもかかわらずこの名前が付いたのは、戦時中の戦士達の士気が下が
るのを恐れて正確な報道を避けた欧米列強に比べ、当時中立的な立場を取ったスペインが初めて真実の
状況を大々的に報道をしたことから、この名前が定着してしまった。スペインが発生源のウィルスではない
わけです。日本脳炎なども、アジアが発生源だったようですが、日本が発祥という物ではなかったそうです。
今回のコロナウィルスについてもトランプ大統領始め、先進国の首脳陣は概ね中国武漢市の発祥、とみる
見解が出されていますが、世界的な大影響を及ぼしているこの疫病ついても後世において何処が発生源
なのか？広まった原因・責任の所在は誰にあるのか？、、、を追求する動きは今後かならず出てくることで
しょう。アメリカと中国の様々な分野での 摩擦・衝突 から目が離せませんが、この一件も新たな火種にな
る可能性はとても危惧されるところであります。
さて、先日 ７月１９日（日）クラブ奉仕研究会・会員増強セミナーが行われました。
水戸の地で会議が予定されてましたが、ご多分に漏れず集会が出来ずにＷＥＢ講習会となりました。今年
度 会長・幹事 古矢会員増強委員長 倉持次年度会長 の４名でロータリー事務所でのパソコンの画面
が相手のセミナーとなりました。全五十数クラブ全体が参加していたようです。途中、混線やフリーズ 思わ
ぬ私語の割り込み など様々な小さいアクシデントが発生して、笑いの一つともなってました。地区としても
初めての試みかと思います。
今後のセミナーも、工夫を重ねた上でこの様な形式の運営になっていくのでしょう。こちらからすると質疑応
答も質問の枠もなく、受け手一方の形となったこと。又、地区の役員始め地区委員との交わり＝意見交換な
どの機会が取れないことによる不安が残る気がします。
後日、居眠りして聞いてなかったかどうか、、、五木田幹事に感想アンケートが届いておりました。当クラブ
は最後まで完走しましたのでご安心下さい。
セミナーの内容として
増強については、昨年２８２０地区は 中村ガバナー年度の始まり２０１９年７月１日 時点で１,９５５名のＳ
ＴＡＲＴ ⇒ 年度末１,８８５名となり、７０名の減となりました。
特に、入会１１年以上の方が２１０人も退会され、新入会員の増強では補えなかった、と言うことです。当クラ
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ブの 6 名減についても、5 名が 11 年以上の会員でした。１人１人、それぞれご事情はあるとは思いますが、
今後コロナ禍の中での例会の持ち方や会合の方法も考え直す必要性を感じております。経済状況その他、
増強に関してはまさに逆風吹き荒れている中、せめて現状：会員５１名態勢を維持できます様、皆さんのご
協力をお願いいたします。退会防止とつながる話として、地区クラブサポート委員長から クラブ戦略計画
の必要性の件で説明がありました。現状課題の分析をした上で、５年後・１０年後のクラブのあるべき姿を会
員皆で掲げる、その為の委員会を組織して議論を重ねる、その過程で全員からアンケート調査や意見のヒ
アリングを行う、といった方法です。理想的なロータリークラブの姿とは何か？現状の地域性と名称の整合
性は？などを改めて見つめ直す良い機会かと思います。後日、クラブ戦略委員会を立ち上げたいと思いま
すので、その節はよろしくお願いいたします。その他、公共イメージ委員長・ＩＴ委員長から地域へのＰＲの
手法や地区ＨＰ・ＭｙRotary の活用の仕方などの説明がありました。８月３０日には会長・幹事会が予定さ
れておりますが、これもＷＥＢ会議になる可能性が大かと思います。
それから、残念なお知らせとして、第８分区の潮来ＲＣが６月３０日をもって解散しました。 明るい話題とし
ては、藤井 彰一パストガバナーがＲ財団特別功労賞を受賞されたこと、そしてまた、当クラブを含め２８２０
地区全体のクラブがロータリー賞を昨年度受賞されたことです。地区の１００％のクラブがロータリー賞を受
賞されたわけです。瀬戸直前会長初めクラブ会員全員で後ほどお祝いをしたいところであります。
これからお盆に向けて長期休暇に入り、遠出の機会も出てくるかもしれませんが、皆さん是非遠方への外
出を極力控えて頂き、ＷＩＴＨ CORONA を実践して下さいませ。
暑さも本格化してきました。それと共に熱中症対策も必要不可欠です。是非ともお身体をご自愛下さいま
せ。

２０２０－２０２１年度 事業計画発表
会員増強委員会

古矢 満委員長
当委員会の責務としては以下通り、新会員の増強と会員の退会防止です。クラ
ブ会員の皆様と一丸となり、増強と維持に努めてまいります。
1・新入会員純増２名。
2・会長幹事そして各委員会と情報共有のうえ、会員相互の親睦を図り ながら、
魅力あるクラブ作りに努めて退会防止を図る。

クラブ管理運営委員会

斎藤広巳委員長
クラブ管理運委員会は出席・親睦活動・プログラム・SAA の４つの委員会で
構成されています、それぞれの委員会はより良くスムーズなクラブ運営の為の
委員会です。
委員会としては会長より【活動目標をクラブの効果的な運営】とメッセージを頂
きました、目的達成のためには委員会同士が密にコミュニケーションを取り合う
事が必要となります、そのお手伝いをし会長・理事会とのつなぎ役となり委員会

としての責務を果たせるよう努めます。
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職業奉仕委員会

前島 聡委員長
職業奉仕委員会では、職業を通じて奉仕の在り方を改めて考え、ロータリーの
理念に基づき奉仕の理念を実践していくため、以下の活動を行います。
① 毎例会時、「職業宣言」を各テーブルに掲げてメンバー全員に喚起します。
② ＳＡＡの協力を頂き、毎月第二例会時に「四つのテスト」の斉唱を行います。
③ 職場見学を実施します（コロナの状況次第になります）
④ 職業奉仕月間を目処に卓話を実施します（コロナの状況次第になります）

社会奉仕委員会

秋田政夫委員長
今年度の社会奉仕委員会は、前年度からのコロナウイルス感染拡大による社会
状況の中での事業活動に不安を感じているところです。
主な事業としては、地区補助金を活用する事業になりますので前年度より北村
会長と打ち合わせの上、つくばみらい市において開催されています「みらいマラ
ソン大会」への協賛事業を進めているところです。
過去に４回程開催されていますが、市並びに遠くの県外からも約２５００名の参

加があります。特徴としては、親子マラソンのコースを設定していることです。
メイン会場は、水海道ロータリークラブ５０周年記念事業として桜の木々を植樹、寄贈したみらい平桜公園
からエクスプレス沿線側道１０キロのアップダウンコースになります。
ただ、コロナウイルス感染状況しだいでは中止になる可能性もあり、例年８月中に実行委員会を開き決定し
ます。仮に中止決定がなされた場合も含めて今後当委員会で良く相談の上、次の対策並びに事業を考え
ていきたいと思っていますので宜しくご協力をお願い致します。
国際奉仕委員会

石塚利明委員長
国際奉仕委員会では、オーストラリア ツウンバロータリークラブとの短期交換学
生の事業として 1986 年以来、100 名以上の夏季交換学生を送り出し、70 名を
受け入れております。
本来であれば例年同様国際奉仕事業を継続したいのですが、今年度は新型コ
ロナウィルスの感染拡大により、夏季の交換学生の送り出しを断念せざるを得ま
せんでした。
従いまして、今年度はビデオレターの交換等を企画し、双方のクラブの交流が

出来ればと考えております。
また、ツウンバロータリークラブからの交換学生受け入れは、今後の感染状況を踏まえながら慎重に対応し
ていきたいと思います。
コロナ禍のなか難しい運営となりますが、１年間よろしくお願いします。
青少年奉仕委員会

染谷秀雄委員長
青少年委員会では、2020-2021 年度の事業計画を以下の通り計画させていただ
きます。
１． 青少年育成のための事業
一昨年より始められました、谷和原カップ争奪サッカー大会を、今年度も継続事
業として、引き続き大会運営スタッフと協議を重ねながら、大会の開催に向け支
援していく。
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２． 地区事業、ライラセミナーへの受講者派遣
昨年度は、新型コロナウイルスにより開催が中止されたライラセミナー、今年度も開催されるのかは、今
のところ不透明ではありますが、地区委員会と連絡を取りながら、開催される場合には、積極的に会員
事業所に呼びかけ、参加者を募りたいと思います。
３．ツウンバ短期交換学生事業への協力
ロータリー財団

廣井 信委員長
２０２０－２０２１年度ロータリー財団委員会委員長を、若輩者ながら務めさ
せていただきます廣井 信でございます。
副委員長に白井 豊会員、委員に板垣 吉郎会員（退会につき補充をお
願いします）、山崎 善市会員にご就任いただきました。諸先輩方のご指導とご
助言を受け賜わり、北村英明会長年度のロータリー財団委員会の業務を遂行し
たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

先般、北村英明会長より“第２８２０地区目標およびクラブ活動指針”が掲げられました。その中で①ポ
リオプラス、次年度基金を増やす ②地区補助金、グローバル補助金を利用した地域や海外での活動の
推進 に言及されており、当クラブとしては地区補助金を利用したつくばみらい地区のマラソン大会への協
賛が検討されています。
本年もロータリー財団への寄付として、お一人１５０ドル以上（年次寄付１３０ドル・ポリオ２０ドル）を会員
の皆様にお願いするとともに、１名以上のベネファクター輩出、さらには有志会員の皆様にポール・ハリス・
フェローのご寄付をお願いしたいと存じます。
来る２０２０年７月１８日（土）、グランド東雲にて２０２０－２０２１年度ロータリー財団研究会が開催されます
が、その内容につきまして、あらためて会員の皆様にご報告させていただきますのでよろしくお願いいたし
ます。
米山記念奨学会

青木正弘委員長
①

地区方針、クラブ会長方針の通り寄付を全会員からご協力を頂く。

（特別寄付 ￥２０，０００

普通寄付 ￥５．０００）

②

奨学生には例会及び各種行事にも参加いただけるよう働きかける。

③

例会時に近況や勉強及び研究結果等の卓話を依頼する。

カウンセラーと協力して奨学生とクラブ会員との融和を計る。

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

４０名

１１名

０名

５名

８８．２４％

ニコニコボックス

石井康弘委員長

皆様、大変ご無沙汰しております。

入金額

138,000 円

365,000 円

倉沢修市様（竜ケ崎ロータリークラブ）

誕生祝御礼≪会員≫松坂（唯々馬齢を重ねるばかりです）・大澤・齋藤（政）・山中
≪ご夫人≫山中・前島・石塚（利）・河合・田上（皆様お身体ご自愛ください）
１００％出席頂きました。

累計
各会員

各会員

北村（英）・五木田・倉持・北村（仁）・松坂・大澤・齋藤（政）・前島・熊谷・大塚・
石井・大堀

各会員
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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間
気が抜けない状況が続いております。皆様何卒何卒ご自愛下さいませ。
倉沢パストガバナー、山崎ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。
熱中症にも気をつけましょう。

北村（英）会員
五木田会員

倉持会員

暑い毎日が続きます、皆様ご自愛下さい。倉沢パストガバナー、山崎ガバナー補佐、ようこそ。御指導下さ
い。

北村（仁）会員

米山カウンセラーの斎藤です。奨学生傅 梦菊さん本日も来ております。皆様気軽に声をかけてあげて下
さい。

斎藤（広）会員

暑中お見舞い申し上げます。

秋田会員

暑い日が続きます。体調に気をつけて下さい。
皆様お身体ご自愛下さい。

大塚会員

暑さに負けずお過ごし下さい。
コロナ注意願います。

染谷（秀）会員

瀬戸会員

青木（英）会員

コロナウイルス感染も止まらず暑さも厳しく、ご自愛下さい。
猛暑です。お身体ご自愛下さい。
暑くなりました。皆様ご自愛下さい。

染谷（正）会員

古矢会員
宮代会員

コロナ感染が広がっております。皆様十二分にお気を付け下さい。また本日会場設営にご協力頂いた皆
様心から感謝致します。

石井会員

すみません、名札忘れてしまいました。
お久しぶりです。
例会欠席しました。

会報委員会

廣井会員

大堀会員
雨谷会員

染谷正美委員長

河合恒芳副委員長
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中島成則委員

