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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です
例会報告

VOL.６０ No.４ (No.2668) ８月３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

◎国際交流共同・フィリピンの報告

◎入会式

石井国際奉仕総括委員長・瀬戸隆海会員

入会式
渡辺 悟会員あいさつ 委員会は SAA
ご紹介いただきました、フタバ建設の渡辺と申します。ま
だ何もわからない状態ですので、是非とも皆様から色々
教えていただき早く慣れていきたいと思っておりますので
よろしくお願い致します。
大河美由紀会員あいさつ 委員会は親睦活動
ご紹介により入会させていただくことになりました福岡運輸
の大河美由紀と申します。まだまだ分からないことも沢山
ありますが、初の女性会員ということで身に染みる思いで
おりますけれど、頑張っていきますのでご指導の程よろしくお願いします。

誕生祝

≪会員≫松坂興一会員
≪ご夫人≫河合会員

渡辺 悟会員
石塚(利)会員

中山英俊会員
田上会員

齋藤政博会員

石塚(徹)会員

諸報告
ロータリーの友委員会

北村英明委員長

ロータリーの友８月号のご案内 ご一読下さい。
横組み P７～１３ 多様性のあるクラブづくり 女性会員を増強しよう
P１４～１７ Houston! 国際大会
P１８～１９ ロータリー米山記念奨学会事業の基礎知識
P２６～２７ ２０２２－２０２３年度 RI 理事会メンバー紹介
P３４～３５ ２０２１－２０２２年度地区大会略報
６０周年記念式典実行委員会

熊谷 昇実行委員長

実行委員会構成(案)は別紙の通りとなります。
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前島会員

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です
親睦活動委員会

小林聡司副委員長

８月２７日(土)の納涼会は延期となりました。

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． ９月の例会予定について・・・・９月７日・９月１４日・９月２８日(通常例会) ９月２１日(休会)
２． 美化プロジェクト・・・詳細は後日お知らせします。

会長挨拶

古矢

満会長
8 月第 1 例会のご挨拶を申し上げます。
早いもので年度 1 か月が過ぎました。8 月に入り夏真っただ中、本日も大変お暑
い中ご参加いただきましてありがとうございます。
さて、今月は会員増強・新クラブ結成推進月間となっております。そんな中、
先程二名の新入会員の方に入会いただきました。クラブ 60 年目で初めての女
性会員として大河美由紀さん、そして渡辺悟さん、ようこそ我らが水海道ロータリ
ークラブに、会員一同歓迎いたします。早くクラブの雰囲気に慣れて

会員みんなと楽しく活動をしましょう。宜しくお願い致します。
また、熊谷 60 周年実行委員長には、周年の組織その他の説明の程ありがとうございました。いよいよと周
年事業に向けて、皆様ご協力の程宜しくお願い致します。
さて本日は石井幹事に、2820 地区の国際奉仕総括委員長の立場で、またご同行された瀬戸会員にも合
わせて卓話をしていただきます。
フィリピンで延長滞在されたほど素晴らしい活動をされたそうなので楽しみにしております。
それに関連したお話を一つしたいと思います。
ある方がバリ島に行かれたそうですが、バリ島に入国するときには 大幅な緩和ですんなりと入国し、向こう
での滞在中楽しんだそうです。しかし帰国時にはまだ日本の国策で PＣR 検査が必要だそうで、結果陽性
反応がでてしまい、10 日間の延長になり陰性になるまでホテル隔離になったそうで、 追加の滞在費用や、
検査代などかなり出費が加算だそうです。海外旅行も行くことはハードルが下がっても、帰国時に足止めを
食らってはまだまだ海外旅行はハードルが高いなと感じております。
日本国、茨城県内も感染増加の一途を続けております。
一部ではこの８月の夏休みが終わらないと減らないなんて話も出ておりこの一刻も早いコロナの収束を願う
ばかりです。
皆様におかれましては、異常ともいえる酷暑やコロナ感染防止に対処されまして、どうぞお体にご留意され
ます事をご祈念しまして挨拶とさせていただきます。
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８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です
国際交流共同・フィリピンの報告
地区国際奉仕 石井康弘総括委員長

瀬戸隆海会員

フィリピン・マニラ
（RID3810）
・WCS
・就任式
・VTT
2022年6月29日～7月4日

はじめに

※帰国日→5日と8日…︖

6/29

久し振りの奉仕旅︕
約4時間半の優雅な旅

羽田→マニラ空港

到着時の夕食＝アーネストPDG と香港料理へ（この時は感染者なし）

ホテル OKADA
日本人初のハンティングワールドの

OKADA ２
瀬戸さんと入ったお風呂・・・

代理店＝経営者
・カジノがメイン
・屋外プールを含むマニラきっての
リゾートホテル
1ルーム／35,000JP
14900 ペソ

WCS 「この指とまれ」事業 ①
友部RC「マングローブ植樹」事業～１︓植樹場所

WCS 「この指とまれ」事業 ①
友部RC「マングローブ植樹」事業～歓迎会

WCS 「この指とまれ」事業 ①
友部RC「マングローブ植樹」事業～２︓カバン持ち☆彡

WCS 「この指とまれ」事業 ②
つくばサンライズRC 「こどもたちへ絵画を︕」事業～１

帰国前72時間のPCR 検査

WCS 「この指とまれ」事業 ②
つくばサンライズRC 「こどもたちへ絵画を︕」事業～２

RID3810 ガバナー就任式～１

RID3810
PCR検査

WCS 「この指とまれ」事業 ①
友部RC「マングローブ植樹」事業～３︓贈呈式

ガバナー就任式
丸形のドーム会場︕

1200人以上の member が
勢揃いしたが、ここでの感染者は

居たと思います・・・

ガバナー就任式～２

ガバナー就任式 前の瀬戸さん～歴史の教科書に載ってる方かな︖
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WCS 「この指とまれ」事業 ③
水戸南RC・竜ケ崎RC 「消防自動車贈呈式」事業～１

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です

WCS 「この指とまれ」事業 ③
水戸南RC・竜ケ崎RC 「消防自動車贈呈式」事業～２

いよいよ・・・COVIT -19との闘い︕ 果たして、帰国できるのか︖

最後に・・・

などなど

奉仕活動は﹁ 現地に出向く事 ﹂で知る︒

→MY SOS

コロナ感染症は﹁ 国に帰るまで悲惨 ﹂である︒





日本

出席報告

各国には﹁ 専用のアプリ ﹂があり︑調査が必須︒



何卒お許しください︕

また一歩︑ロータリーを知ることができました︒

ご迷惑をお掛け致しました。
初日からいない「幹事」を

様々なことを経験させてもらい︑

皆様には大変ご心配と

心から感じました ︒

私は︕「ネガティブ︕」です︕

コロナ終息後は︑是非みなさんとご一緒したいと

ご清聴︑ありがとうありがとう御座いました

陰性証明︕

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

５３名

４２名

１１名

０名

６名

９０．５７％

ニコニコボックス

中山英俊委員長

入金額

113,000 円

累計 353,000 円

誕生祝御礼≪会員≫松坂・山中・齋藤(政)・中山・渡辺 各会員
≪ご夫人≫石塚(利)・田上・河合・山中・石塚(徹)
新入会の大河です。よろしくお願いします。

各会員

大河会員

新入会員の渡辺です。よろしくお願い申しあげます。

渡辺会員

大河さん、渡辺さん、入会おめでとうございます。今後とも宜しくお願いします。猛暑、コロナ、共にご自愛
下さい。

古矢会員

大河さん、渡辺さん、入会おめでとうございます。末永く親睦をはじめロータリー活動をお願い致します。
石井会員
大河さん、渡辺さんようこそ!ロータリーを楽しんで下さい。一日も早くロータリアンになって下さい。
北村(仁)会員
二人の新人会員おめでとう。特に水海道ロータリークラブ初めての女性の大河さん宜しくお願い致します。
鈴木(茂)会員
渡辺さん、大河さん、ご入会おめでとうございます。

武藤・倉持・染谷(秀)・熊谷・前島・小林

大河さん、渡辺さん、ご入会おめでとうございます。ロータリーを楽しみましょう。

各会員

石塚(克)会員

渡辺さん、大河さん、ご入会おめでとうございます。よろしくお願い申し上げます。五木田・齋藤(政)各会員
新会員の渡辺さん、大河さん、これからよろしくお願いします。一緒にがんばりましょう!

松坂(武)会員

渡辺さん、大河さん、入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。中山さん代表取締役就任おめで
とうございます!

笹生会員

渡辺さん、大河さん、ご入会おめでとうございます。初めて痛風になりました。片足サンダルですみません。
石塚(徹)会員
私事ですが、７月の当社創業 60 周年を機に７月２９日付で代表交代が行われ、代表取締役に就任致しまし
た。ご案内は今後となってしまいますが、引き続きご指導・ご鞭撻をお願い致します。

中山会員

皆さん、連日の猛暑でお疲れのことと存じます。仕事終わりのビール最高です。今夜も飲みましょう!ただし
飲みすぎにはご用心?ご自愛下さい。皆様にとりまして今日が良い日でありますように!
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青木(正)会員

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間です
残暑お見舞い申し上げます。残暑厳しき折から皆さんくれぐれも御自愛の程祈念申し上げます。
松坂(興)会員
大変、大変暑い日が続きます。皆さん、生き残りましょう!
大変暑い日が続きます。皆さん、どうぞご自愛下さい!!
暑い日が続きますが、元気に乗り切りましょう。
今月もよろしくお願い致します。

瀬戸会員

今日もよろしくお願い致します。

草間会員

北村(英)会員
青木(英)会員

古津会員

父の葬儀にあたり皆様の心づかいありがとうございました。
前回欠席させていただきました。
例会欠席しました。

鯉沼会員

廣井会員

大塚会員

前回欠席、中嶋副委員長事業計画発表ありがとうございました。

会報委員会

五木田裕一委員長

河合会員

古津英二副委員長
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青木英男委員

