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１０月は地域社会の経済発展月間・米山月間
例会報告

VOL.５９

No. ２ (No.2649) ７月２８日(水) 曇りのち晴れ (司会 齋藤政博委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎委員会事業計画発表

ビジター
第７分区ガバナー補佐 根本清美様(牛久ロータリークラブ)
只今ご紹介に預かりましたガバナー補佐の根本です。ガバナー補佐は２回目です。
地区大会の実行委員長を仰せつかっており、ご挨拶に伺うのが遅くなりました。海岸
美化の実行委員長は、池田前ガバナーですのでご協力宜しくお願い申し上げます。
今年一年間ガバナー補佐として頑張りますので宜しくお願い致します。

米山奨学生

王 昌さん

ご無沙汰しております。米山奨学生の王 昌です。論文を出す前に
倫理審査が通らなくてはならなくて、今回は時間をかけて準備しまし
た。幸いにも指導教員よりもアドバイスを頂けました。
オリンピックが開幕して思い出しましたが、すべてのチケットが当選し
ていたら自己破産してしまうくらいでしたが、１枚も当たりませんでし
た。最後までアスリートたちの雄姿を応援したいと思います。

誕生祝

≪会員≫瀬戸隆海会員

諸報告
社会奉仕委員会

石塚克己委員長

９月１２日の海岸美化清掃に参加できる方は〇をお願いします。回覧します。

幹事報告
週

鈴木茂徳幹事
報

なし

例会変更

なし
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１０月は地域社会の経済発展月間・米山月間
会長挨拶

倉持功典会長
皆さん、こんにちは。そして第 7 分区ガバナー補佐の根本さん、米山奨学生の王
昌さん、ようこそお出で下さいました。会員一同歓迎申し上げます。
根本さんにおかれましては、急遽、ガバナー補佐をお引き受けになられて、とても他
人ごとではなく感じておりました。
王さんは、とても日本語が上手でうらやましい限りです。日本人である自分ももっと日
本語を勉強しなければと思う次第です。
さて、様々な意見がある中で先週、オリンピックが開幕しました。アスリートたちの必

死な姿は私たちを感動させてくれています。その中で気になった選手がいました。
兄妹そろって金メダルを獲得した阿部兄妹の阿部 詩さんです。彼女は金メダル獲得後のインタビューの
中で、「これからもっと努力して素晴らしい金メダリストになれるよう頑張ります」と言いました。勝った喜びの
中で、21 歳の若者がこの言葉を言えるのかと私は感心しました。同時にどこかで聞いたことがあるような気
がしました。それはシェカール・メータ RI 会長の言った、奉仕を通じて、単なるロータリークラブの会員から
「ロータリアン」になったという言葉でした。金メダルを獲得してなお、素晴らしい金メダリストになれるよう努
力するというように、私たちも、ロータリアンでありながら、更に奉仕活動や高い倫理観をもって自己研鑽を
し続けていきたいものです。
幸いなことに 9 月 12 日は茨城海岸美化プロジェクトが実施されますので、一人でも多くの参加をお願いい
たします。
本日は引き続き、各委員会事業計画の発表です。各委員長さんには快くお引き受けいただきありがとうご
ざいます。前年度同様にコロナの状況をみながらの活動となりますが、一年間よろしくお願いいたします。

委員会事業計画発表
クラブ管理運営委員会

瀬戸隆海委員長
２０１９年末ごろに中国の武漢から発生した新型コロナウイルスの世界的大流行に
伴い、２０２０年３月からローリー活動も儘ならない状況が続いています。当然なが
ら、地域の感染状況によっては例会が休会したり、当然ながら家族親睦活動も停
止しております。本年５月より始まったワクチン接種効果に期待するほか、成す術
がありません。
この機会に、緊急事態における例会の在り方、親睦活動の在り方等を検証し、ク
ラブの活性化を果たしていくように活動してまいります。

出席委員会

斎藤広巳委員長
出席委員会の使命は会員の皆様が参加したいと思えるような例会にするための
一役を担っていると考えます。コロナ禍のなかで例会回数も大きく制限されるかと
思われますが、クラブ管理委員会を通じ ＳＡＡ・親睦活動・プログラムの各委員会
と連携して参加したくなる例会をめざしたいと思います。
・美味しい食事の提供

（例会回数を考え金額設定）

・早目の出欠報告のお願い

(食事の無駄を減らす)

・間違いのない出欠報告書の作成
以上一年間頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。
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１０月は地域社会の経済発展月間・米山月間
親睦活動委員会

淀名和茂彦委員長
本年度は、昨年よりのコロナウイルス蔓延の影響の下、会員皆様の「安全」を最重
要視しコロナウイルス対策を万全に期す企画を立案することを心がけていきます。
1：例会時、毎月の会員様およびご夫人様のお誕生日の紹介
2：例会時、お客様のご紹介
3：9 月に会員親睦を兼ねた納涼会の企画
4：12 月初めに会員及びご家族の親睦忘年実施
5：4 月中旬会員及びご家族の親睦観劇会実施
6：5 月に会員親睦ゴルフコンペの実施

プログラム委員会

齋藤政博委員長
コロナ禍において今後の例会の開催が不透明な部分もありますが、地区セミナ
ーや研修報告、会員卓話、外部卓話を中心に構成したいと思います。急な依頼
などもあると思いますが、会員卓話、また外部卓話の紹介も含めて、例会の進行
に協力お願い致します。一年間宜しくお願い致します。

SAA 委員会

小林聡司委員長
SAA 委員会では、本年度も充実した例会を行うため会場設営に不備がないよう
に配慮していきます。
コロナ禍の中、例会が思うように行うことが出来ないこともありますが、少しでもニコ
ニコＢＯＸの目標額に近づけるようクラブ奉仕活動の資金確保に努めてまいりま
す。会員の皆様の積極的なご協力を宜しくお願い申し上げます。

公共イメージ委員会

熊谷 昇副委員長
公共イメージ委員会は、ロータリーの友、会報、IT 広報の三つの委員会で構成さ
れ、地域社会に広く、ロータリー活動を知っていただくことが委員会の使命かと思
います。コロナ禍の状況の中、ロータリー活動も制限され、事業を進めていくのが
困難かと思いますが、そういった状況でも、クラブ会長、幹事の基本方針に基づ
き、三つの委員会と連携をとり、どのようにしてロータリークラブを認知してもらう
か、委員会一同、議論を重ね、委員会を進めていきたいと思います。

ロータリーの友委員会

熊谷 昇委員長

本年も前値の活動を踏襲し事業を進めていきたいと思います。
１． 毎月の第一例会にて 「ロータリーの友」に掲載された RI 指定記事や他クラ
ブの近況や活動などちょっと気になる記事などを紹介したいと思います。
２． 「ロータリーの友」を次の通り配布する。
常総市 市役所

つくばみらい市 市役所

図書館

図書館

水海道第一高校
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１０月は地域社会の経済発展月間・米山月間
３． 「ロータリーの友」への投稿を促す
「声」のコーナーにエール感想を送る取り組みをしたいと思います。
会報委員会

中嶋利成副委員長
当委員会は、例会毎に週報を発刊して例会の記録保存をおこなうとともに、各委
員会の活動状況を報告して会員の皆様へ情報伝達をおこないます。
１．例会の記録を正確に保存し、会員へ情報伝達をおこなうとともに、他のクラブ
への情報発信に努めます。
２．各委員会と連絡をとり活動状況を報告し、次週の例会プログラムを予告して、
高い出席率につながる週報づくりに努めます。

３．季節の写真を掲載するなどして紙面を工夫して、興味がわくような週報づくりに努めます。
IT・広報委員会

青木清人委員長
当委員会は、ホームページ等を通して地域社会にクラブの活動状態を報じ、ロー
タリーを多くの人々に知っていただくことを目的としています。そのために次の活動
を積極的に行っていきます。
１． ホームページを通してロータリークラブの現況や活動を伝達していく。
２． 週報等を関連機関に定期的に送付する。
３． マイロータリーの登録者数を増やす。

４． ネット環境を使用したハイブリット例会を開催してみる。
職業奉仕委員会

青木英男委員長
ロータリークラブの理念、職業を通じて奉仕する。今年もこれを実践すべく、以下
の活動を行います。
・SAA の協力のもと、「4 つのテスト」を例会時に斉唱
・「職業宣言」を各テーブルに置き、会員に喚起
・職業奉仕月間に卓話を実施
・職場見学の実施

以上簡単ですが、事業計画とさせていただきます。会員の皆様のご協力、切にお願い致します。
社会奉仕委員会

石塚克己委員長
①2820 地区「茨城海岸美化プロジェクト事業」に対して水海道クラブ及び社会奉
仕委員会としてタイアップし協力応援していく。
②コロナ禍の社会奉仕活動は何かと制約がある。例えば前年度のエコバック配
布等、可能な限りの奉仕を模索していきたい。
③行政、地域社会、文化、音楽、スポーツイベントなどへの資金提供や協賛も視
野に入れ、何とか形に残る事業を展開していきたいと思う。

国際奉仕委員会

山﨑哲男委員長

本年度はコロナ禍の影響で、ツウンバロータリークラブとの交換プログラムは、日
本からの派遣については中止となります。ツウンバロータリークラブからの学生受け
入れについては、現時点では未定です。
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１０月は地域社会の経済発展月間・米山月間
本年度ツウンバロータリークラブプレジデントのステファン・ロバーツさんと連絡を取っており、現在ツウンバ
ロータリークラブはコロナ禍により例会を開催していませんが、年内にも再開できることを期待しているとの
ことでした。例会が再開したら交流プログラムについても検討できるように連絡を取り合っていきましょうとい
うことになっています。また、実際の人的な移動を伴う交流が難しい場合は、オンラインでの例会開催を検
討します。
青少年奉仕委員会

大堀和久委員長
本年度の青少年奉仕委員会は、以下の事業計画のもと活動してまいります。
１． 谷和原カップ争奪サッカー大会への支援
２． ライラセミナーの参加促進
３． 交換留学生事業への協力
以上、一年間よろしくお願いいたします。

出席報告

斎藤広巳委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５０名

３７名

１２名

１名

１名

７７．５５％

ニコニコボックス

小林聡司委員長

入金額

54,000 円

累計

234,000 円

誕生祝御礼≪会員≫瀬戸会員
ガバナー補佐として初めてのメーキャップです。よろしくお願い致します。根本清美様(牛久ＲＣ)
根本ガバナー補佐、米山奨学生王さん、本日はありがとうございます。
ガバナー補佐根本さん、ようこそいらっしゃいました。

倉持会員

鈴木(茂)会員

夏 本番！皆様お身体ご自愛ください。また本日の弁当に入っていた魚はヒメ鯛です。先週八丈島で釣っ
てきました。ご賞味下さい。

古矢会員

みなさん、こんにちは。先週我が家の「脱衣所」に６畳用のクーラーを設置してやりました。この夏、皆さんも
お体ご自愛下さい。

石井会員

根本ガバナー補佐、本日宜しくお願い致します。

大塚会員

根本ガバナー補佐、米山奨学生 王さん、ようこそいらっしゃいました。
根本ガバナー補佐、本日はありがとうございます。

五木田会員

熊谷会員

皆様お元気ですか。高齢者は元気です。唯それだけです。

北村(仁)会員

例会中セキ込みますがぜんそくのためで心配しないでください。ワクチンも２回済んでいますので。
石塚(克)会員
ワクチン２回目終わりました。今のところ副反応ありません。
暑い日が続きます。皆様お体にお気を付けて下さい。
倉持・鈴木年度のスタートお祝い申し上げます。
卓球混合ダブルス世界１！バンザーイ！
ロータリー財団委員会よろしくお願いします。
早退させて頂きます。
例会欠席しました。

会報委員会

五味会員
中嶋(利)会員

斎藤(広)会員

北村(英)会員
染谷(正)会員

青木(正)会員
桑名会員

河合恒芳委員長
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中嶋利成副委員

