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7 月第 1 回例会プログラム

R2.7.6（月）12:30～
於：京成ホテル 4F 例会場

１． 開会点鐘

２． 国歌斉唱

３． ロータリーソング斉唱

４． ビジター・ゲスト紹介

５． 会長の時間

６． 柴山 博光第 3 分区ガバナー補佐

ご挨拶

７． 委員会報告

８． 幹事報告

９． 卓話 阿部会長

１０．閉会点鐘

＜＜＜例会終了後、会食＞＞＞

※例会にはマスク着用のご協力をお願いします。

※お弁当を持ち帰る方は、事前に出席委員会までご連絡ください。

ご挨拶

2020-21 年度 水戸さくら RC 会長（30 期）

阿部 克己

2020-2021 年度の会長を仰せつかった阿部克已と申します。

私は、ロータリークラブへ 2010 年 7 月 5 日に入会いたしました。第 1 回の例会が 11 年目

のスタートになります。いつかは会長職が回ってくると思っておりましたが・・・。

少し早いような気がします。とはいえ仰せつかった以上は全力投球で臨みたいと思って

います。

さて、水戸さくらロータリークラブの現状は、昨年度において会員の退会が多く、クラブ

創設 29 年の歴史の中でも最も少ない会員数でのスタートとなりました。

私を含め 10 年以上の会員は 13 名在籍し、半数を超える経験豊かな会員がクラブの基盤

を担って頂いております。一方、残りの会員は 5 年未満で、若さにあふれた会員によってク

ラブの活動的な側面を担って頂いております。

また、会員の中でも 2 年未満の会員も多く、ロータリーについて学ぼうとする意欲にあ

ふれています。このような「水戸さくらロータリークラブ」の舵取りを任されました。

学びの時間と原点への回帰を目標として運営していきたいと思っております。

今年度は会員が少ないということから活動する予算が少ないということにつながってい

今後の予定

7 月 13 日（月） 12:30～ クラブ協議会 委員会事業計画

7 月 20 日（月） 休会（定款第 7 条第 1 項）

7 月 27 日（月） 18:30～ 前年度会長幹事慰労会

本年度会長幹事就任祝い

8 月 3 日（月） 12:30～ イニシエーション・スピーチ

小林 一裕会員、小林 賢会員

8 月 10 日（月） 休会（山の日）

8 月 17 日（月） 休会（定款第 7 条第 1 項）

8 月 24 日（月） 12:30～ クラブ協議会

ガバナー公式訪問について

8 月 31 日（月） 12:30～ ガバナー補佐事前訪問

9 月 7 日（月） 12:30～ 池田 正純ガバナー 公式訪問
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ます。従いまして、これまで以上に事業の内容を精査してより効果的な事業を行うことが求

められます。会員も複数の委員会を兼務することとなり、全員参加で事業に取り組まなけれ

ばなりません。お一人お一人が真剣に取り組んでいただけたらと思います。

一方で、このようなロータリー活動を支えて頂いている家族の存在を忘れてはいけませ

ん。家族を含めたクラブの親睦事業を実施いたします。

皆さん！ロータリークラブへ参加している意義について考えましょう。

皆さん！原点は「奉仕」です。

奉仕のもとに全員がクラブに参加し活動しています。このことはクラブ全員に共通した

基本理念です。このことを忘れずにクラブの活性化を図りたいと願っています。

次年度は創立 30 周年を迎えるクラブになります。大澤会長エレクトへの橋渡し役をしっ

かりと果たし、この一年で基礎体力を整え大きくジャンプできるような体制を高野幹事と

共に作りたいと考えて頑張りますので、あらためて会員の皆様のご協力をお願いいたしま

す。

2019-20 年度を終えて

2019-20 年度会長 和田 公一郎

会員の皆様、有難うございました。

今期はコロナの影響で 3 密を自粛するとなり理事会で 2 月 17 日以降の例会は社会情勢に

合わせて当分中止することになりました。例会再開は 6 月 1 日でした。

此の様な経過で会員の皆様にはロータリー活動に不完全燃焼の思いが残ったのではない

かと思います。

然しながら此のような異例の展開の中で事故もなく期末を迎えられたことは、一重に会

員皆様の沈着な行動があったおかげであり、心より御礼申し上げます。

取り分け暴走しがちな和田を抑え気配りをして頂いた幹事の井坂さんはそのために体調

を崩されました。本当に申し訳ございません。

其の様な事を察知し配慮下さった島村さんには心より御礼申し上げます。

振り返れば 2019-20 期は新型コロナウイルスだけではなく異様に早いガバナー公式訪問

がありました。此のため期を閉めて 1 カ月足らずで資料の取りまとめをお願いすることと

なり、幹事並びに高野さんには無理をお願いすることに成りました。その節は有難うござい

ます。

此処からは日付順に主な出来事を書いてみます。

8/20 水戸近郊中学新人卓球大会「水戸さくらロータリークラブ杯」のサポートがあり、青

少年奉仕委員会の皆様にはお骨折りを頂き、その成果は「茨城新聞」で紹介されてお

ります。

   活躍有難うございました。

8/26 ガバナー公式訪問
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10/7 外部卓話 水戸東 RC 諸岡会長のいわゆる「鉄ちゃんによる鉄道の話」

   経営者にとって普段耳にしないコダワリの話を聞く事は、目からウロコを期待でき

ると思っています。

11/3 学校法人音楽学院の文化祭に重ね地区補助金事業と社会奉仕委員会の社会奉仕事業

である障がい者の為の打楽器の寄贈と、青少年奉仕委員会のタイルアート教室を行

いました。

   社会奉仕委員会の篠田委員長や柳下さん、阿部さんには何度も現地に足を運んで頂

き、お陰様で我がクラブの名前を大勢の方に覚えて頂けました。

   又、プロジェクト奉仕委員会の荒川委員長には奉仕事業の予算の件で相談に乗って

頂き有難う御座いました。

11/14 水戸市内 6RC 合同例会。

12/2 日本予防医療協会に心臓徐細動機(AED)の使用体験の講義をお願いし実際に AED を

使わせて頂きました。

   まず、心臓が止まっていないと作動しないこと、女性は下着の上からでも有効な事、

   万が一失敗しても罪に問われないことを学び、人形に心臓マッサージをしてみまし

たが以外と体力が必要な事が分かりました。救急車が来るまでの 15 分間を 2~3 人交

代でマッサージを続けなければならない事も学びました。

   これで事故現場に遭遇した場合は逃げ出さずに AED を使えそうです。

   水戸のロータリアン全てが AED を使えることとなればそれだけで世間からロータ

リーはたいしたものだと評価をいただけるのではないでしょうか。

12/16 山口楼で忘年会と年次総会

   会場の予約など篠田さんにはお世話に成りました。

   来期の幹事や役員の選出では色々ありましたが今後も迂路曲折が予想され、この辺

りはクラブを挙げて考えなくてはならないのではないでしょうか。

2/8  国際奉仕委員会に依る外国人による日本語スピーチコンテストの支援、我がクラブ

はコ ンテスト第 2 位の賞金を提供しており、約 300 人からの市民に室内放送で其

の事は報じられております。

2/9  第 3 分区 IM
       素晴らしいクラブ発表でした。

3 月 古河ロータリークラブの鮒の甘露煮屋さんの卓話

4 月 職業奉仕委員会による茨城アストロプラネッツの野球観戦とプロ球団への職場訪問

5 月 地区大会

と予定しておりましたが新型コロナウイルスで中止に成ってしまいました。

圷さんには会員増強 3 名をお願いし米山奨学生の地区委員もお願いして忙しい思いをさ

せてしまいましたが結果、会員増強は 4 名でした。
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奮闘有難うございます。

ニコニコ BOX 委員会はかなり無理な目標を掲げましたが岡田さんにひっぱって頂いて

目標を達成してもらいました。

来期の奉仕活動の資金となるものでニコニコ BOX 担当の皆様と会員の皆様に厚く御礼

申しあげます。

出席委員会の大根田委員長、親睦活動・会場・プログラムの永井委員長には変則な例会等

でご苦労をおかけし奮闘を有難う御座いました。

ロータリー財団、米山記念奨学会とカウンセラー、日本さくら会、さくら奨学金、会計は

それぞれベテランの会員に担当いただき言葉は悪いのですが、お陰様で任せっぱなしにす

ることができました。誠に有難う御座いました。

3 密自粛になってロータリー活動をどうすれば良いのかを考えました。結論は「テレビ会

議を例会時に併用する」こと。

これが有れば今期退会された 7 名の方々の何人かはクラブに残っていただけたのではな

いかと思います。退会された方々は「この混乱時期は会社のことを考えるとクラブの会則に

不本意ながら合わせることができない、クラブに迷惑を掛けられない。」と思われたのでは

ないでしょうか。退会された方々は真面目にクラブの権威の維持について考えて頂いたの

だと思っています。

然し「世の中の役に立ちたいと言う思い」はロータリーの宝です。

その思いを掬い上げるためにも、此のような悲劇を繰り返さない為にも少し柔軟になって

クラブに在籍できる方法、即ちテレビ会議併用を考えて頂きたいと思います。

最後に今一度、

皆様には大変お世話になりました、有難う御座いました。
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6 月 29 日最終例会

■地区大会表彰（出席率 100％ 25 年継続）

高槻会員に出席率 100％25 年継続の記念品が伝達され

ました。

■中村幸生会員 退会のご挨拶

残念ながら今期で退会する中村会員から挨拶がありま

した。仕事が落ち着いたら復帰したいとの言葉があり

ましたので、皆様でその日を心待ちにしましょう。

次年度出席・ニコニコ BOX 委員会からお願い

◎例会の欠席をされる会員、メークアップされた会員は、井坂までメールか直接ご連絡くだ

さい。メークアップは年間を通じて可能となりました。

◎ニコニコ BOX の例会場でのご寄付は、２万円以上を目標としています。よろしくお願い

いたします。

幹事報告

■7 月は現在の方式で例会を行います。（昼食は終了後にお弁当）

お弁当を持ち帰りになる方は、出席委員会（井坂委員長）まで事前にご連絡をお願いし

ます。

■事業計画提出のご依頼

  各委員会の委員長は、過日ご依頼いたしました事業計画を、10 日（金）までに高野ま

でご送付ください。

  また、7 月 13 日（月）の例会で事業計画の発表をお願いします。欠席される委員長は、

委員会メンバーへ発表の交代をご依頼ください。

■7 月のロータリーレート ＄１＝107 円

■委員会名簿を別紙にてご送付いたします。
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前年度幹事報告

◎今年度最後になって何人かの会員から退会届が提出され、残念に思います。

年度内に退会された会員は、長期欠席されていた大泉会員、休会中の川上会員、中村幸生

会員、須田会員、山根会員、また消息がはっきりしない伊藤会員、以前に退会のご意思を

示された鈴木拓治会員と合わせて７人となりました。

◎今年度が終了いたしましたので、事業報告をまだ提出されていない委員長は早急にお願

い致します。

ニコニコ BOX 報告

氏   名 内   容

鶴田 敦

（勝田ＲＣ）

新型コロナウイルスに負けず頑張りましょう。

高槻 一雄 先日は母の告別式にご会葬いただき有難うございました。

阿部 克己 和田会長、井坂幹事お疲れ様でした。安心してお任せください。

島村 宏 和田会長、井坂幹事一年間ご苦労様でした。今年は新型コロナ

ウイルス感染で大変お疲れ様でした。

柳下 義男 和田会長、井坂幹事、一年間御疲れ様でした。

大木 清実 同文

荒川 誠司 同文

小林 寛之 同文

集   計

6 月 29 日 8 件 合計 27,000 円 累計 628,580 円

1991 年 10 月 28 日創立、1991 年 11 月 13 日認証

■ 会長 阿部 克己   幹事 髙野 義久 ■ 例会日 毎週月曜日 12 時 30 分

■ 事務所    （但し毎月末月曜日は 18 時 30 分より）

〒310-0021 水戸市南町 2 丁目 5-5 常陽銀行本店内 会場  水戸市三の丸 1-4-73

TEL 029(231)2151、 直通 029 (225)4820、FAX (225)4825           水戸京成ホテル
会報・雑誌委員長 小林 寛之[ TEL 090 (1559) 7027]   TEL 029(226)3111 ㈹

副委員長 永井 郁夫[ TEL 029 (221) 0130 ]


