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今後の予定 

    6月 ロータリー親睦活動月間 

6月 28 日（月）   卓話 会長・幹事 「今年度の振り返り」 

7月 

7月 5 日（月）   卓話 会長・幹事 「新年度就任挨拶」 

7月 12 日（月）   昼例会 

 

 

6 月第 2 回例会プログラム 

R3.6.21（月）12:30～ 於：京成ホテル 4F 例会場 

１． 開会点鐘 

２． ロータリーソング斉唱 

３． ビジターゲスト紹介 

４． 誕生会員紹介 

５． 会長の時間 

６． 第３分区ガバナー補佐 柴山 博光様 ご挨拶 

７． 委員会報告 

８． 幹事報告 

９． 卓話 「一年を振り返って」 阿部克己会長 

10. 閉会点鐘 

 

 

 

 

 

 

卓話 大澤次年度会長 

 

「次年度会長の大澤です。次年度は、会員増強が一丁目一番地 

であります。会員増強の地区目標は各クラブ 3名となっていま 

す。第３分区ガバナー補佐は大木会員になります。 

ＩＭは我がクラブがホストクラブとなり、創立 30周年記念事業 

の実行委員長はチャーターメンバーの高槻会員になります。 

周年行事が 2つあり大変ですが、楽しくやっていきたいと思って 

います。京都で開催される日本さくら会の合同例会も楽しみです。 

今年度につづき次年度もコロナの影響で例会による親睦の機 

会が少なくなると予想されますが、若い人達と積極的に親睦を 

深めて、ＩＭと創立 30周年記念事業に臨んで行きたいと思い 

ます。 

 先ほど和田会員が仰ったように、先輩ロータリアンが新人ロ 

ータリアンの面倒をみていくということを念頭に置いて次年度 

は頑張っていきたいと思います。」 

（写真・大澤次年度会長） 

 

 

※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。 

※ZOOMは例会開始 10分前より接続可能です。ミーティング IDは 

“ 5420633206 ”です。 

※ZOOMで参加される方は、12時 30分までに接続をお願いします。 

※例会が始まってからの接続は出来ませんのでご注意ください。 

 

 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨

励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励するこ

とにある。 

第１：知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

第２：職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値

あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の

職業を高潔なものとすること。 

第３：ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会

生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。 

第４：奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通

じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 
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地区大会表彰 

 

 

地区大会表彰・長寿会員として青木会員へ、長寿のお祝いと 

多年に亘り第 2820地区及びクラブ発展に寄与した功績に対す 

る感謝状が贈られました。 

青木会員、おめでとうございます！ 

（写真・左から、青木会員、阿部会長） 

 

 

 

「今回、米山記念奨学会学友会に寄付した思いでありますが、 

今年度、米山記念奨学委員長とカウンセラーの役を務めてい 

く中で、米山記念奨学事業の目的や学友会の存在について知 

らないロータリアンが多いという事実を知りました。 

奨学生に奨学金を渡して終わりなのではなく、米山記念奨 

学事業の目的は、日本が再び戦争の過ちを繰り返さない誓いと、 

世界に“平和日本”の理解を促すことにあります。奨学生が 

平和を求める日本人と出会い、互いに信頼し合う関係を築き 

「日本と世界を結ぶ懸け橋」となる人材を育成する事業です。 

学友会に伺ったところ、予算は 25万円と少なくこれまで 

十分な活動が行えなかったと嘆いていました。そこで、全国のロータリアンに認知されるように、学友会が活

発に活動できるようお力添えをしたいと思いご寄付させて頂きました。米山記念奨学事業の目的が達成される

ことを願っています。」（写真・青木会員） 

 

 

  

地区大会表彰 25年 100％出席 荒川会員 の表彰が 

ありました。  

荒川会員、おめでとうございます！ 

（写真・左から、荒川会員、阿部会長） 
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会長の時間 

 

「６月となり私の任期も 1ヵ月を切りました。本日、今年度最後の理事 

会を無事終了させて頂きました。皆様にご協力いただいたことを感謝いた 

します。 

 昨日、岡田会員の野球チームのナイター試合を観戦してきました。昨年優 

勝した強いチームです。若い力が一つの方向に向かって頑張っている姿を 

見て久しぶりに感動しました。 

 ７月から大澤年度が始まりますが、一つの方向に向かって皆様と一丸と 

なってコロナに負けないようクラブを盛り上げていければと思います。」 

（写真・阿部会長） 

 

クラブ５ヵ年計画検討委員会報告 

 

 和田クラブ５ヵ年計画検討委員長からクラブ５ヵ年計画を実現するには、 

ベテランの会員が新会員に対してバックアップする体制が必要であるため、 

ロータリーの中核的価値観である親睦や協力について今一度思い起こして 

頂きたい旨のお話しがありました。 

（写真・和田クラブ５ヵ年計画検討委員長） 

 

 

 

 

幹事報告 

 

 

高野幹事から本日の理事会報告がありました。 

・新会員の公示をメールで行います。 

・異議申し立てがなければ、新会員の入会式を次年度７月第１例会で行 

 います。 

・次年度の会費について、コロナの影響により暫定的に会費の減額が承認 

されました。 

（写真・高野幹事） 
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米山奨学生へ奨学金授与式 

 

 

 ６月第１回例会にて、阿部会長から米山奨学生の蘇逸葳(ソ・イツイ) 

さんへ奨学金の授与が行われました。 

蘇さん、勉強がんばってください。 

（写真・左から、蘇さん、阿部会長） 

 

 

ニコニコ BOX報告 

氏   名 内   容 

大澤 一茂 今日で本年度の理事会が終了しました。理事の皆様、ご苦労様でした。 

和田公一郎 阿部会長、高野幹事 コロナの中一年間の運営ありがとうございました。 

平山 哲也 次年度奉仕プロジェクト委員会を担当します。次年度も宜しくお願い致します。 

小林  賢 
6 月より水戸京成ホテル中国料理景山でドラゴンシェフコースが始まりました。この機会に

ぜひ茨城県代表シェフのお料理をご賞味下さい。 

集   計 

6月 7日 4件 合計  20,000円 累計 546,000円 

 

例会出席状況報告 

■6月第 1回（6月 7日）例会出席報告 

在籍 計算会員数 出席 A 訂正前出席率 メークアップ数 B A+B 訂正出席率％ 

24名 24名 19名 79.17％ 2名 21名 87.50％ 

■当日欠席者（敬称略） 

池田勇夫 根本佳典 永井郁夫 圷愛子 鈴木正人 

■ゲスト・ビジター（敬称略） 

蘇 逸葳 米 山 奨 学 生 

■会員メークアップ 

名   前 メークアップ先 月   日 該 当 月 日 

池田 勇夫 茨城音楽学園タイルアート教室 11 月 3 日 6 月  7 日 

圷  愛子 理 事 会  7 月 6 日 6 月  7 日 

 
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 ] 


