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例会予定    １０月２０日 休会 

          １０月２７日 新会員卓話           

 

 

VOL.５９  Ｎｏ．４ （通算Ｎｏ．2651） 

 

２０２１年１０月１３日（水）  例会プログラム           

点     鐘 

ロータリーソング・四つのテスト 

ビジター紹介 

出 席 報 告 

ＳＡＡ報 告 

諸 報 告  

幹 事 報 告 

会 長 挨 拶                                 

ガバナー公式訪問                           写真提供者  河合恒芳会員  

 国際ロータリー第２８２０地区ガバナー新井和雄様 

                                                                                                                

２０２１－２０２２年度      会  長  倉 持 功 典       幹  事  鈴 木 茂 徳 

創立 １９６３年９月２５日 

≪例会場・例会日≫                        ≪事務所≫ 
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                                              Email mitsu-rc@lapis.plala.or.jp 
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例会報告    VOL.５９  No. ３ (No.2650) １０月６日(水) 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              ◎公式訪問前クラブ協議会 

  ◎委員会事業計画発表                   ◎研究会・セミナー報告 

 

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) 

第７分区ガバナー補佐セクレタリー  兼平信一様 (牛久ロータリークラブ) 

 

誕生祝 

         
≪８月会員≫齋藤政博会員  松坂興一会員  中山英俊会員 

          

≪９月会員≫鯉沼敦規会員  稲葉英一郎会員 

          

≪１０月会員≫山﨑哲男会員  松崎隆詞会員  武藤康之会員 

 

≪ご夫人≫河合会員 石塚(利)会員 田上会員 前島会員 古矢会員 白井会員 山﨑(哲)会員 

       桑名会員 雨谷会員 松坂会員 小林会員 
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２０２０－２０２１年度 １００%出席表彰 

青木清人会員 青木英男会員 石井康弘会員 大塚令昌会員 

北村 仁会員 北村英明会員 熊谷 昇会員 倉持功典会員  

五木田裕一会員 白井 豊会員 瀬戸隆海会員 田上秀雄会員  

廣井 信会員 松坂興一会員 松崎隆詞会員 宮代 尚会員 

武藤康之会員 

 

 

２０２０－２０２１年度 ロータリー賞 

   

 

諸報告  

ロータリーの友委員会  熊谷 昇委員長  ご一読いただければと思います。 

８月号  横組み P４０～P４１ ２０２１－２２年度ＲＩ理事会メンバー紹介 

      縦組み P１６ 友愛の広場 

９月号  横組み P４ ＲＩ会長メッセージ 

      縦組み P１４ 歌壇 

１０月号 横組み P１１ 特集米山月間 

      縦組み P１６ 友愛の広場 

 

幹事報告   鈴木茂徳幹事 

週   報  なし 

例会変更  なし 

例会中にワンコインＢＯＸを回します。ご協力お願い致します。 

 

会長挨拶   倉持功典会長    

皆さん、こんにちは。そして大変お久しぶりです。 

8 月、9 月と例会を開催できませんでしたので、今日は 3 回目の例会となります。お

元気でしたでしょうか。久しぶりに顔を合わせることができて、ほんとうにうれしい限

りです。 

本日は第 7 分区ガバナー補佐の根本さんにお出でいただきました。会員一同

歓迎申し上げます。後ほどガバナー公式訪問前のご指導をよろしくお願いいたしま

す。 

 この 2 カ月の間、新型コロナウイルス感染症の拡大が続いておりましたが、ワクチン接種も進み、このとこ

ろ第 5 波はだいぶ落ち着いてきたようです。来週のガバナー公式訪問もなんとか予定通りに迎えることが

できそうです。 
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 さて、例会のプログラムも大幅に遅れてしまいました。前年度の 100％出席者の表彰も、もっと早く行いた

かったところですが本日まで延びてしまいました。 

そして、今年度のロータリー財団、米山記念奨学会の事業計画発表とロータリー財団、社会奉仕、会員増

強、青少年奉仕、国際奉仕委員会の研究会報告があります。各委員長さん、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 今後はコロナウイルス感染症の第 6 波が来ないことを願いつつ、状況を見ながら事業を進めていきたいと

思います。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

公式訪問前クラブ協議会  第７分区ガバナー補佐 根本清美様 

１０月５日に新井ガバナーは RI 会長が提唱した世界７大会議で、海岸美化プ

ロジェクトの話をされていると思います。池田 PG は一緒にやろうと考えていまし

たが、新井ガバナーは世界に広げて頂きました。最終的には２４５団体が参

加。ロータリアンとしても環境に対してしっかり見守っていかないと。子供たち孫

たちにお腹にプラスチックが一杯詰まっている魚を食べさせるわけにはいかな

いねと言うのがこの海岸美化プロジェクトのスタートでした。 

公式訪問もコロナ禍で ZOOM を使いながらガバナーも大変な思いをしたことだと思います。次週の公式訪

問には、ロータリアンとして皆さんの意思を一つにしてまとめて頂ければと思います。 

 

委員会事業計画発表 

ロータリー財団  染谷正美委員長 

ロータリー財団の使命はロータリアンが人々の健康状態を改善し教育への支

援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるこ

とです。会員の皆様には財団へのご理解とご協力をお願いします。 

地区目標 

１． 年次寄付  １３０ドル 

ポリオ寄付   ２０ドル 

会員一人当たり 合計１５０ドル 

２． 恒久基金(ベネファクター) 各クラブ １名以上 
 

米山記念奨学会  秋田政夫委員長 
本年度も、地区そして会長の方針による特別寄付：２万円／１会員、普通寄付：５

千円／１会員の目標を達成できるように会員のご理解、協力に努めます。 

また、クラブ受け入れ奨学生につきましては、石塚カウンセラーと良く相談の上、

例会出席、クラブ行事への参加、学業の現況報告、母国の紹介等をしていただ

き和やかな１年間であるよう願っています。 
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研究会・セミナー報告 

ロータリー財団 染谷正美委員長 

７月１７日(土)筑西市のダイヤモンドホールにて社会奉仕・ロータリー財団委員

会合同研究会が行われましたが、コロナ禍で水海道ＲＣ事務所にてオンライン

参加にしました。 

新井和雄ガバナーの挨拶の中で、ロータリー奉仕デー「２０２１茨城海岸美化

プロジェクト」を第２８２０地区全体で行うと発表がありました。 

山本 進財団委員長より重点事項の説明 

・地区補助金事業の充実(奉仕委員会との連携)とスムーズな運営(申請・報告期限等についての各クラ

ブの協力) 

・地区環境保全プロジェクトのサポート 

・財団寄付目標額の達成(財団土前卓話の活用推進) 

岩崎正勝資金管理・推進委員長よりロータリー財団寄付現状について 

 最終段階に入ったポリオ根絶をはじめとする、様々なロータリー活動を継続していく上で、皆様の財団へ

の深いご理解と温かい支援が、その大きな力になっています。 

 ロータリー財団は皆様の「寄付」を資金とし、いろいろな奉仕活動を行っています。 

 プログラムへの参加により地区補助金が活用され、海外でのプロジェクトにはグローバルな補助金として

活かされいます。寄付金は地元のニーズ、世界のニーズに応じ、地元及び国際社会に大きく貢献していま

す。 

 ２０２１－２２新井年度、地区目標 

 ・会員１名につき  年次寄付 １３０ドル 

ポリオ寄付 ２０ドル    合計１５０ドル 

      ・各クラブ１名以上  恒久基金(ベネファクター) １,０００ドル 

      ・PHS(ポール・ハリス・ソサエティ)へのご協力 

全クラブ地区目標１００%達成のご支援・ご協力をお願い致します。 

 

社会奉仕委員会  石塚克己委員長 

7月 17日（土）社会奉仕・財団研究会合同研究会に zoomにて参加。社会奉仕部

門では専ら、2820 地区海岸美化プロジェクトに始終しました。内容については 7

月例会上お配りしたパンフレット及び全会員に送信した FAX・メール、また本日、

根本ガバナー補佐より言及されましたとおりです。緊急事態宣言継続により延期

に次ぐ延期で、実施日は 11 月 3 日（文化の日）、詳細は本日事務局より FAX・メ

ール送信しました。当クラブでは米山奨学生を含め 22 名の参加をいただきました。

服装はプロジェクト PR をロゴった半袖 T シャツ着用ということになりますが、11 月は肌寒いでしょうから、そ

れなりに工夫していただければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

会員増強委員会  武藤康之委員長 

去る 6 月 20 日に下館ダイヤモンドホールにて会員増強セミナーが開催されまし

た。 

倉持会長と私、武藤の二名で参加いたしました。地区内のメンバー、リモートを含

めて７０名程の参加者でした。 
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メイン講師に仙台泉ロータリークラブの菅原裕典氏をお迎えして、会員増強に関わる講演を約 90 分に渡り

熱く語って頂きました。  まさにほとばしる熱気とは、こういう事だと、ストレートに聞きいってしまいました。 

又、当地区からは、水戸西クラブの星野幸子増強委員長の講演がありました。 

地区内各クラブへの出前増強卓話をぜひ行いたいとの事ですので、例会での講演も検討したいと思いま

す。ロータリーでの会員増強は、誘う側のロータリーメンバーの人脈の広さに負う部分も多いと思います。 

会社や団体関係、友人、同じ趣味を持つ人とのつながりなど、その交友関係の広さが、その人の人生の 

豊かさを象徴しています。その豊かさを是非とも共有できるように、勧誘の基礎として行きたいと考えます。 

 

青少年奉仕委員会  大堀和久委員長 

２０２１－２０２２年度青少年奉仕研究会が、７月１８日（日）にホテル・ザ・ウエストヒ

ルズで開催されました。 

新型コロナウイルスの影響もあり、水海道ロータリークラブからは、倉持功典会長

と私の二名でクラブ事務所からＺｏｏｍで参加しました。 

本年の青少年奉仕研究会に、参加したことで委員会としての活動指針が明確に

なったと思います。 

それは、国際ロータリー第２８２０地区ガバナーの新井和雄氏の挨拶の中でもあるように、未来の社会を担う

多様性豊かな青少年を包摂しながら、より公平な社会を確実なものとするために、誰一人取り残さない支援

を目指して行くことです。 

そのために、特に今年のシェカール・メータＲＩ会長が重要視されているのは、女性のエンパワーメントのた

めの支援が、途上国か先進国かに関わらず、より良い未来を創る原動力になると考えていることです。 

もう一つは、環境への取り組みがあり、持続可能な開発目標に資する青少年奉仕活動に支援して行きたい

ということでした。 

 

国際奉仕委員会  山﨑哲男委員長 

7 月 22 日に筑西市のダイヤモンドホールにて開催されました、国際奉仕研究会

に参加させていただきました。 

オンラインとのハイブリット開催で倉持会長と私はオンラインでの参加となりまし

た。 

冒頭、国際ロータリー2820 地区の石井国際奉仕総括委員長より趣旨説明があ

り、大きく分けで 3 部構成の内容でした。 

はじめに、ロータリー財団委員会保延総括委員長よりグローバル補助金の活用についての報告がありまし

た。 

二つ目に、「この指とまれ」プロジェクトのプレゼンテーションがあり、三つ目に国際交流共同より「各友好地

区」との進捗の報告がありました。 

このうち、「この指とまれ」についてご紹介します。この事業は地区の各ロータリークラブが提唱クラブとなり、

国際奉仕の事業を提唱し、事業を行うだけでなく、地区の各クラブが、賛助という形で参画することができる

ものです。今回、8 つの事業が提唱され、水海道ロータリークラブでは、報国会の後で開催されました理

事・役員会でお諮りいただきました結果、8 つの事業に賛助させていただく事となりましたので、この場をお

借りして報告させていただきます。 

「この指とまれ」事業の各提唱クラブ、事業名、対象地域は下記の通りです。 

・つくばサンライズ RC「国際こども絵画支援プロジェクト」（フィリピン） 

・結城 RC「思い出のランドセルを世界で役立てよう」（タイ） 



１０月は地域社会の経済発展月間・米山月間 

7 
 

・玉造 RC「MOTTAINAI PROJECT 2021」（ミャンマー） 

・水戸南 RC「中古自動車贈呈プロジェクト」（フィリピン） 

・日立 RC・下館 RC「ネパールの貧しい子供たちへの就学支援」（ネパール） 

・古河東 RC「Xmas Drop サンタ作戦」（ミクロネシア） 

・友部 RC「マングローブの森・再生プロジェクト in フィリピン」（フィリピン） 

・しもだて紫水 RC「ペンシルプロジェクト」（フィリピン） 

 

出席報告   宮代 尚副委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５０名 ３９名 １１名 ０名 １８名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス   小林聡司委員長          入金額  176,000 円   累計  410,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫中山・齋藤(政)・松坂・稲葉・鯉沼・武藤・松崎・山﨑(哲)  各会員 

      ≪ご夫人≫河合・石塚(利)・田上・前島・古矢・白井・山﨑(哲)・桑名・雨谷・松坂・小林  各会員 

みなさん、お久しぶりです。根本ガバナー補佐、本日よろしくお願いします。  倉持会員 

ガバナー補佐、根本さん、セクレタリーの兼平さん、ようこそ。  鈴木(茂)会員 

お久しぶりです。まだまだコロナ収束はしませんが皆様ご自愛ください。  古矢会員 

久しぶりの例会なのでネクタイを忘れてしまい、家までとりに帰りました。皆様ご自愛ください。 石井会員 

皆様お元気ですか！それなりにロータリーしてます。米山奨学会宜しくです。  北村(仁)会員 

皆さんお久し振りです。お元気な様子拝見して喜ばしい限りです。然しながらコロナは終わったわけではあ

りません。従前にも増してご自愛ください。  松坂会員 

１００%例会出席。ご無沙汰しました。  松崎会員 

久しぶりの例会です。数多く開催されますことを期待します。  廣井会員 

晴れて出席できました。  染谷(正)会員 

お久しぶりです。根本ガバナー補佐、宜しくお願いします。  石塚(利)会員 

お久しぶりです。まだまだコロナ共存が続きますが気をつけていきましょう。 五味会員 

根本ガバナー補佐、兼平様ようこそお越し下さいました。  熊谷会員 

お久しぶりです。オリンピック・パラリンピックの選手の皆さんにはたくさんの感動を頂きました。 

北村(英)会員 

とても懐かしく思います。  染谷(秀)会員 

お久しぶりです。お元気でしたでしょうか。根本ガバナー補佐、本日はよろしくご指導下さい。 五木田会員 

中嶋副委員長、ありがとうございました。例会欠席しました。  河合会員 

真鍋叔郎さん、ノーベル物理学賞受賞おめでとうございます。  白井会員 

今月は米山月間です。ご理解とご協力をお願いします。  秋田会員 

ご無沙汰しております。お変わりありませんでしょうか。  中山会員 

その他  中嶋(利)会員 

コロナが少なくなって安心しますね。  荒井会員 

今年度も宜しくお願いします。  鯉沼会員 

前年度１００%出席表彰頂きました。  各会員 

お久しぶりです。大分コロナが減ってきましたが油断なさらず体調にお気をつけ下さい。  小林会員 

会報委員会      河合恒芳委員長  中嶋利成副委員長 
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現況報告書作成 

 

 

   

緊急事態宣言のなか、皆様にお声かけすることが出来ず申し訳ございませんでした。 

そのような中でお手伝い頂きました会員の皆様ありがとうございました。 


