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　コロナウイルスの感染が拡がり、何かと不

自由な生活が続いて早いもので１年以上が過

ぎました。

　国の一大プロジェクトであるオリンピッ

ク・パラリンピックの開催も延期がされ本年

の夏の開催が予定されていますが、聖火ラン

ナーの実施をはじめ多くの制限の中で準備が

進められています。どのような形での開催に

なるのか大変気になるところですが、はたし

て無事に開催ができるのでしょうか。選手を

はじめ関係者の方々にとっては様々な葛藤の

中にある事だろうと思います。

　私もスポーツは実際にやるのも観戦するの

も好きでして、水戸ロータリークラブの中で

は野球同好会に所属し皆さんと楽しくプレー

をさせていただいています。残念ながら昨年

は、開催が予定されていた市内６ＲＣの親睦野

球大会や地区親善野球大会などはコロナの影響

を受け中止となってしまいました。屋外でのス

ポーツですし、あまり影響も無いような気もし

ていましたが、報道などでスポーツ選手などの

感染もたびたび耳にすることが増えてきた事を

考えると、屋外だからという理由だけで油断

は禁物だなと改めて感じているところです。

　春の選抜高校野球大会は開催されていまし

たが、通常ならたくさんの観客の中で、球児

にとっては夢の大舞台である甲子園を存分に

楽しめたはずが観客も数を制限され、その観

客も大声で応援することができないという状

況は、とても寂しく感じてしまいます。甲子

園の醍醐味がまったく感じられない気がしま

す。安心、安全が何より大切ですが、感染症

の脅威に晒される事なく、球児たちが楽しん

で思いっきりプレーし、たくさんの感動を届

けてくれる日を待ち望んでいます。

　季節も温かくなってきて野球やゴルフなど

外で気持ちよく体を動かし、スポーツを楽し

みたいところですが、まだまだ感染対策を

しっかりしながらの生活が続きそうです。一

刻も早い収束を願いたいと思います。
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◇ 退会挨拶

青沼　　裕	会員

　３年前に水戸に赴任をして

まいりましたが、あっという

間の時間でした。皆様には本当

に良くしていただき、楽しい思

い出がたくさんできましたし、

水戸が大好きになりました。

　退会するのは大変さびしいのですが、後任は

広島から赴任してまいります。引継ぎで５月ま

ではおりますので、しっかり後任にも引継ぎを

してまいりたいと思っています。皆様のおかげ

で充実した３年間を送る事ができました。本当

にありがとうございました。

◇ 次年度 RLI 委員会ディスカッションリー

ダー委嘱状伝達

　内藤会長より、二川　泰久会員・成田　浩明

会員・田中　邦彦会員・高貫　　修会員には、

次年度 RLI委員会ディスカッションリーダー

委嘱状が手渡されました。川名　信博会員・横

須賀良一会員には後日手渡されます。

◇ 米山功労者感謝状伝達

　内藤会長より照沼　重輝会員には、米山功労

者感謝状（第２回）が手渡されました。

◇ 会長の時間

内藤会長

　先ほど聴いていただいたロータリーソング

は、宮城県古川ＲＣ、中本義弘さん作詞作曲

の『理想にもえて』でした。松山選手オーガス

タ初優勝おめでとうございます！私ももらい泣

きしました。さて青沼さん、大変お世話になり

ました。今年度はローターアクト委員長として

ご活躍いただきました。特に例会会場として会

社会議室を毎回ご提供いただき、心より感謝申

し上げます。また次年度ＲＬＩディスカッショ

ンリーダーとして６名の方に委嘱状を伝達させ

ていただきました。長野（久）委員長含め７名の

リーダー数は地区内最大です。クラブ内外での

ご指導をよろしくお願いいたします。創立70

周年記念事業の一つである、水戸市地域文化

財・保和苑の説明看板が先週７日に無事設置完

了し、私と香嶋幹事で確認に行ってまいりまし

た。第２代藩主徳川光圀が愛好し命名した由緒

ある庭園です。６千株のあじさいが有名ですが、

春の桜、秋のもみじと四季折々の見どころが楽

しめます。ぜひご家族で足を運ばれ案内看板を

ご覧ください。本日の例会は創立70周年記念

表彰がございます。先日時間の都合上表彰でき

なかった、長寿会員表彰・長期在籍会員表彰・

100％出席会員表彰・事務局表彰をさせていた

だきます。また今週15日には地区大会記念ゴ

ルフ大会が開催されます。ご参加くださいます

皆さま、ご健闘をお祈りいたします。昨日より

東京・京都・沖縄にまん延防止等重点措置が追

加適用され、県内も変異株が静かに拡大してい

ます。毎週のお願いですが、くれぐれも油断な

くお過ごしいただくことをお願いします。

◇ 出席報告

神尾（圭）副委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

114名 78名 36名 75.00%

前週訂正出席率　86.54%

◇メークアップ

3/7	 　北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

3/14	 　北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

3/21	 　北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

3/23	 　北海道2500ＲＥＣ　山西　　裕

3/28	 　北海道2500ＲＥＣ　磯﨑　寛也

4/3・4	　会長エレクト研修セミナー

　　　　　井上　壽博、岡﨑恵一郎

4/5	 　北海道2500ＲＥＣ　山西　　裕

4/8	 　笠間ＲＣ　山口　政美

4/10	 　米山記念奨学生オリエンテーション

　　　　　西　　　修

4/11	 　ロータリー賞の説明会

　　　　　内藤　　学、香嶋　　貴

4/13	 　北海道2500ＲＥＣ　後藤　直樹



◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

加藤会員……記念表彰ありがとうございます。

石島会員……本日は表彰を授ける事になりまし

た。有難うございます。

井上会員……本日、70周年を記念して表彰さ

れます。ありがとうございました。

内藤会員……本日70周年記念表彰式です。よ

ろしくお願い致します。松山選手、優勝おめ

でとうございます。

豊﨑（繁）会員……良い事、たくさんですね。

櫻場会員……水戸商工会議所で、全国観光振興

大会を2023年に新しい市民会館の「こけら

落とし」で行う事になりました。

高貫会員……松山選手、マスターズ優勝おめで

とうございます。

長野（公）会員……松山選手、マスターズ制覇お

めでとうございます。

増山会員……誕生祝いありがとうございます。

秋葉会員……本日43才になりました。色々な

事に感謝しながら良い大人になります。

八文字会員……妻誕生祝ありがとうございます。

小林会員・但野会員……妻の誕生祝ありがとう

ございました。

根本会員……妻の誕生祝をありがとうございます。

齊藤（佳）会員……70周年記念表彰式、70周年記

念例会お世話になりありがとうございました。

本日の合計 15件 100,000円

◇ 財団ＢＯＸ

小林大次郎会員……財団の友献金（ポリオプラス）

（第７回）＄100		11,000円	（累計		＄5,700）

豊﨑　　繁会員……財団の友献金

（第２回）＄100		11,000円	（累計		＄5,200）

衣笠　　勤会員……財団の友献金（ポリオプラス）

（第１回）＄100		11,000円	（累計		＄2,100）

鈴木　勝彦会員……財団の友献金

（第６回）＄100		11,000円	（累計　	＄600）

渡辺　孝幸会員……財団の友献金

（第１回）＄100		11,000円	（累計	　＄100）

この計 ５件 55,000円

◇ 米山ＢＯＸ

荻原　　武会員……米山功労者献金

（第８回）　10,000円	 （累計				380,000円）

この計 １件 10,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．今年度第４回・次年度第１回新旧合同クラ

ブ協議会が開催されます。関係会員の方々ご

出席お願いいたします。委員長欠席の場合は

代理の方のご出席をお願い申し上げます。

　　と　き　５月18日㈫　18：30

　　ところ　ホテル	テラスザガーデン	水戸

　　議　題　１）2020～2021年度委員会

　　　　　　　事業実績報告

　　　　　　２）次年度への引継ぎ

　　　　　　３）2021～2022年度 RI会長

　　　　　　　メッセージ・地区スローガン・

　　　　　　　地区目標・クラブ会長方針

　　　　　　４）その他

２．近隣クラブ例会日時場所変更及び休会のお

知らせ

　　水戸東ＲＣ　４月～６月

　　　於　ホテル・ウエスト・ヒルズ・ザ・水戸

　　水戸西ＲＣ　４月14日㈬

　　　於　水戸プラザホテル

　　　　　　　　　　28日㈬

　　　―定款第７条第１節により休会―

　　水戸さくらＲＣ

　　　４月26日㈪→24日㈯　11：45

　　水戸南ＲＣ　４月30日㈮

　　　―定款第７条第１節により休会―

ドライバーショットとかけて

なかなか届かないパソコンメールととく

その心は　どちらも　ちゃんとしたアド

レスが　欠かせません

●今週の謎かけ ゴルフシリーズ①●



例　会　予　告

４月２７日（火）
―イニシエーションスピーチ―
卓話「ヨットで日本一に‼」

　　　　　　　　　岡本　圭司	会員

５月４日（火）
―みどりの日につき休会―

週報担当　白田　礼治	委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……

創立70周年表彰

【長寿会員（80歳以上）】　４名

　加藤　啓進、石井　隆志、石島　弘之、

　横須賀満夫

【長期在籍会員（30年以上）】　６名

　加藤　啓進、

　横須賀満夫、

　山﨑　文治、

　石島　弘之、

　井上　壽博、

　石井　隆志

【100％出席会員

（第66期～ 70期）】　17名

　秋山　現信、井上　壽博、石井　隆志、

　石島　弘之、衣笠　　勤、小泉不二夫、

　長野　久嗣、沼田　元良、荻原　　武、

　岡﨑恵一郎、清水　洋一、篠﨑　和則、

　砂押　憲正、高貫　　修、高沢　　彰、

　谷川　好一、横須賀満夫

【事務局】

　眞﨑美奈子、山中彩央里、吉井恵美子

（敬省略）

◇ ４月定例理事会報告

開催日　2021年４月６日㈫

　　　　ホテル	テラスザガーデン	水戸

議題１）新会員候補者審議について

　　２）退会会員について

　　３）ローターアウト委員長について

　　４）コロナウイルスに関する出席免除につ

いて

　　５）米山カウンセラーについて

　　６）地区ロータリー奉仕デー　茨城県海岸

美化プロジェクトについて

　　７）第４回クラブ協議会（新旧合同）につ

いて

　　８）事務局員について

　　９）４月・５月例会プログラムについて

　　10）会計報告

　　11）2023－24地区幹事について

　　12）その他

　創立70周年記念事業の一つである、水戸市

地域文化財・保和苑の説明看板が先週７日に無

事設置されました。

石井会員加藤会員

横須賀会員石島会員
井上会員


