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例会報告

VOL.６０ No.３ (No.2667) ７月２７日(水)晴れ

(司会 前島 聡委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎各委員会事業計画発表

ビジター
山崎恭弘様 (竜ケ崎ロータリークラブ)

幹事報告
週

石井康弘幹事
報

なし

例会変更

なし

理事・役員会報告
１．納涼会について・・・公的発表、参加人数によって開催するかを決める。
２．８月例会について
８月３日(水)・・・通常例会
８月１０日(水)・・・休会
８月１７日(水)・・・休会
８月２４日(水)・・・通常例会
８月３１日(水)・・・休会

会長挨拶

古矢

満会長
七月第 3 例会のご挨拶を申し上げます。
皆様には先日緊急連絡をさせていただきましたが、第７波新型コロナウイルス
感染症の急激な増加に伴い、本日の例会はこの例会場での参加と、ＺＯＯＭ
でのハイブリット例会とさせていただきました。
やっと３年目にしてコロナも収束しつつあり、with コロナの配慮をしながらで
も通常のロータリー活動ができるかなと思った矢先で非常に残念です。

今後につきましては、理事会で例会開催の検討をしたいと思います。そんな中ではございますが、本日は
各委員会の事業計画を委員長の皆様には発表の程をしていただきたいと思います。
この最中非常にお話ししづらいとは思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
さて、話はまたコロナに戻りますが、これだけ感染が再拡大しており経済優先での改まった政府の行動
制限のない中で、ロータリー活動に係わらず会社を含め色々な団体も活動方法にはご苦労されていると思
います。
そこでこのマスクの着用のお話をしたいと思います。
やっとコロナも収束しつつあったつい最近の報道で、もろもろと制限はありますが、屋外での着用なしとの
報道で蒸し暑い夏を迎えてそれだけでも助かると思っておりました。
しかしその時のニュースなどを見ると、マスクを外したくないという人が案外多いそうです。主な要因は顔
を隠すことに慣れてしまったので顔を見られたくないとのことです。どちらかといえば男性より女性に多いよ
うです。
気持ちもわからなくもありませんが、マスクをしたままでは不都合なことも多くあります。まず声、発音が聞
きにくいことです。特に難聴者の方にとっては、口元が見えないと会話が難しいそうです。
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また、昨今の異常な暑さでの熱中症予防も含め、with コロナの工夫をしながら、屋外でのマスクなしから
始めてみたいと思います。
皆様におかれましては、この夏を健康に笑顔で過ごされます事を心よりご祈念しまして挨拶とさせていただ
きます。

２０２２－２０２３年度
会員組織委員会

事業計画発表

松崎隆詞委員長
会員組織委員会では、会員増強、選考・分類、Ｒ情報の３部門で構成されてい
ます。コロナが終息に向かいつつと思われましたが、また第７波かなとの状況で
厳しいクラブ運営でありますが、各委員会との情報や意見交換を行い魅力ある
クラブ運営に努めてまいります。
重点課題としまして、会員増強、退会防止、そしてロータリー活動を地域へＰＲし
ながら理解を深める、を目標に行動していきたいと思います。
会員皆様のご協力の程よろしくお願いします。

プログラム委員会

前島 聡委員長
今年度、プログラム委員会では、活動目標であります、充実した例会の運営企
画を目標にして卓話の立案と例会の進行を中心に、会員の皆様に有意義な例
会となるように努力致します。尚、会員卓話、また外部卓話の紹介も含めて、例
会の進行にご協力お願い致します。
皆様、一年間宜しくお願い致します。

SAA 委員会

中山英俊委員長
SAA 委員会では、例会が秩序正しく運営されるよう、会場及びオンライン上を問
わず常に気を配るよう心掛けます。
「with コロナ」例会となることもあり、会場内の環境への配慮も忘れず、快適且つ
不備のない会場設営を実施致します。
会員の皆様におかれましては、クラブ奉仕活動の資金確保のためにも、引き続
きニコニコボックスへの積極的なご協力をお願い致します。
初委員長となることもあり、ご指導いただく場面が多々あるかと存じますが、よろ

しくお願い致します。
公共イメージ委員会

武藤康之委員長
公共イメージ委員会は、ロータリーの友・会報・IT 広報の３つの委員会で構成さ
れています。
ロータリーの活動や存在意義を広く地域社会に知ってもらい、そのイメージを正
しく高められるよう、3 つの委員会で協力して事業を展開していきたいと考えてお
ります。
その結果として、我々クラブメンバーの考え方や行動が、ロータリーの理念に昇
華出来るよう、微力ながら委員長としての役割を果たしていきたいと思います。
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会報委員会

五木田裕一委員長
当委員会は、例会の記録並びに保存を行い、週報を発行します。また各委員
会の活動状況を記録すると共に、主として週報を通して会員の皆様方に情報伝
達を行います。
１．例会について、その様子などを記録・保存し会員各位へ伝達すると共に、他
クラブへの情報発信に努めます。
２．各委員会と連絡を取りながら活動状況を把握記録し、週報編集に活用しま
す。

３．次回例会のプログラムを予告することにより事前に関心を持って頂き、例会の活性化や出席率の向上に
繋がるよう努めます。
４．季節感を取り入れるなど、紙面構成に工夫を図ります。
IT・広報委員会

中嶋利成副委員長
ホームページ等をとおして地域社会にクラブの活動状況を報じ、ロータリーを多く
の人に知っていただくことを目的として、次の活動を積極的に行っていきます。
1.マイロータリーの登録者数を増やす。
2.ホームページ、ＳＮＳをとおしてロータリークラブの現状や活動を広報していく。

職業奉仕委員会

荒井孝典委員長
職業奉仕委員会では、ロータリーの理念に従って奉仕の理念を実践するために、
職業人としての精神を磨き、自らを高める目的で以下の活動を行います。
１．SAA の協力を頂き、毎月第２例会時に「四つのテスト」の斉唱を行う。
２．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する。
３．職場見学会の実施
４．職業奉仕月間を目処に卓話の実施

以上１年間よろしくお願い致します。
社会奉仕委員会

大澤 清委員長
これまで、新型コロナ感染拡大により、ロータリーの社会奉仕活動も大きな影響
を受けてきました。しかし、長引くコロナ禍により、支援を必要とする人々はます
ます増えてきていると考えます。そこで、先ずは地元地域社会のニーズを探求し、
奉仕活動の企画運営を考えたいと思います。次に、プラスチックごみの海洋流
出防止を図ろうと、前年度より茨城海岸美化プロジェクトが行われました。今年
度も積極的に参加を促したいと思います。その他、国際奉仕委員会・青少年奉
仕委員会との合同プロジェクトや、つくばみらい市マラソン大会の実施協力など

を継続して行いたいと思います。1 年間宜しくお願い致します。
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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状況を見ながら実施の検討をしてまいります。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。
本年度はロータリー世界大会がオーストラリアメルボルンで 2023 年 5 月に開催さ
れるのに合わせて、世界大会への参加とツウンバロータリークラブへの例会参
加を計画しています。

青少年奉仕委員会

石塚克己委員長
①コロナが終息し、オーストラリアツウンバ交換学生事業が再開された場合に
おいて国際奉仕委員会とタイアップして活動をサポートしていく。
②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、サポートしていく。
③常総市内では少年野球チームがたくさんあり、大会を行っている。将来の
大谷選手を目指していただきたく、大会運営責任者にクラブの奉仕事業の趣

旨を説明し、何らかのかかわりやサポートをして参りたい。
④ここ数年はコロナ禍で中止になっていた 2820 地区のライラセミナーは、令和 5 年 3 月 11 日 12 日につく
ばふれあいの里で実施予定。参加対象者事業所先の感染対策や企業方針等もあるので今後の感染状況
や推移を注意深く見ていき、募りたいと思う。
米山記念奨学会

瀬戸隆海委員長
米山記念奨学会は、平和日本を世界へ(日本の友人を増やし、平和を実践する
人材を育てる)という事を主旨に設立された財団であります。あくまで、貧困学生
を救う事だけではなく、ロータリー精神を啓蒙し世界との懸け橋となっていただ
ける人材を育てる奨学金であります。当クラブでは、昨年 4 月から世話クラブとし
て王昌さんを受け入れさせていただいておりますが、今年度７月で終了になりま
す。今後は、来年４月までは奨学生は不在になります。

今年のクラブ目標は、地区奉仕に沿って特別寄付金につきましては一人当たり２万円を目標に掲げ、会員
諸兄にお願いする所存であります。
さらに、米山に関する卓話を予定したいと計画いたします。

出席報告

倉持功典委員

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５１名

３５名

１４名

２名

９名

８９．８０％

ニコニコボックス

中山英俊委員長

入金額

コロナ感染がまた増えてきました。皆様ご自愛下さい。
酷暑、コロナが続きます。皆様、お体ご自愛下さい。

14,000 円

累計 240,000 円

古矢会員
石井会員

猛暑の続くなかコロナが爆発的に感染を広めるこのとき日本政府は、特例措置で治療薬の許可が出来な
いのでしょうか?有望な治療薬があるようですが?マスク・手の消毒を何時まで続ければよいのでしょうか?皆
様ご自愛ください。

青木(正)会員

出席委員会、たったひとりで頑張ってます。

倉持会員
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山崎様ようこそいらっしゃいました。一昨年は大変お世話になりました。

五木田会員

皆様コロナに気を付けてくださいますようお願いします。遅くなりましたが、今年度宜しくお願い致します。
中嶋(利)会員
早退します。

鈴木(茂)会員

先週欠席しました。

松崎会員

例会欠席しました。

大堀会員

会報委員会

写真提供者:古矢

五木田裕一委員長

古津英二副委員長

満会員

写真提供者:五木田裕一会員
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青木英男委員

