水戸南
ロータリークラブ
Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

地区スローガン：ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力!
クラブ会長方針：これからも水戸南RCがイチバン

RIテーマ：ロータリーは機会の扉を開く
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５月第２例会プログラム
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点鐘・開会
ロータリーソング※ご静聴ください
ビジター・ゲスト紹介
ロータリーの時間
志村 保会長
新会員入会式
鏡渕 洋さん
米山奨学生紹介及び米山奨学金授与
グェン，ゴック アンさん
ポール・ハリス・フェロー認証状及びピン伝達
二川隆司会員
ベネファクター認証状及びピン伝達
志村 保会員
会 食
会務報告（出席状況報告 ニコニコＢＯＸ
ロータリー財団 米山記念奨学 その他）
幹事報告
卓話「中高一貫教育について」
やぎ はし つね き
茨城県 高校教育課 課長 柳橋常喜氏
ロータリーソング
点鐘・閉会

１ ５月のロータリーレート
１ドル＝109円
２ ４月13日㈫ 1−3奉仕研究会が開催されました。
参加者（敬称略）
（15名）
志村 保、小川啓子、水口二良、鈴木憲一、
篠原 勉、井澤卓司、松本隆史、軍司由佳、
長岡秀典、山下真悟、岡村太郎、小泉正史、
録田幸裕、高梨博行、米川幸喜
※５月11日㈫に予定されていた1−3奉仕研究会
は、休会となりました。
３ 鏡渕洋新会員の所属委員会について
会計委員会委員長となります。
クラブ会員数は、本日、鏡渕洋新会員の入会によ
り、83名となります。
４ 国際ロータリー第2820地区地区大会ライブ配信についてのお知らせ
〈５月23日㈰ ９時よりYouTubeにて視聴可能となります〉
−大会プログラム−
9:30 開会・点鐘
9:50 各クラブ紹介、ガバナー挨拶、他
10:30 RI会長代理メッセージ、
各種委員会報告、RI表彰、地区表彰
11:30 来賓挨拶
12:00 昼 食
13:00 各分区報告、地区現況報告、
地区委員長報告他
15:25 パネルディスカッション「茨城海岸美化プロジェクト」
16:25 ガバナーエレクト挨拶、
ガバナーノミニー挨拶、
ガバナーノミニーデジグネート紹介、
ガバナー旗引継ぎ、次期地区大会開催地紹介
17:00 閉会・点鐘
※視聴方法は、地区大会冊子の裏表紙に掲載されています。

４月15日㈭ 地区大会記念ゴルフ大会

５ 次回例会日程
日 時：５月21日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
卓 話：会員スピーチ「ロータリーと私」 山下真悟会員
※二の丸角櫓案内板寄贈に対する感謝状贈呈があ
り、高橋靖水戸市長が出席します。

於：ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎

国際ロータリー第2820地区

水戸南ロータリークラブ

■例会場 水戸プラザホテル TEL.029-305-8111
■事務所 常 陽 銀 行 本 店 TEL.029-225-4820
■ＵＲＬ http://www.mito-m-rc.com
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12月第２例会（12月11日㈮）卓話

卓話「中核市＆水戸市のコロナ対応について」
水戸市長

高橋

靖氏

皆様におかれましては、常日頃から、国際貢

さらに、飲食店をはじめ、様々な業種の管理

献や福祉の増進、青少年健全育成等、様々な分

を行うようになりました。これにより、例えば

野において御尽力をいただいておりますことに

経済対策をしようと思ったときに、データを迅

感謝を申し上げます。

速に分析し、政策立案ができるようになったこ

はじめに、中核市について説明いたします。

とも大きな利点の一つです。

水戸市は、茨城県から約2,600の項目につい

次に、新型コロナウイルス感染症対応につい

て権限の移譲を受けて、県唯一の中核市として

てお話いたします。保健所で行う業務は、大き

４月１日からスタートをいたしました。

く分けて、受診相談、行政検査（PCR検査）、

中核市になったことによる大きな効果として

入院等の調整及び積極的疫学調査の４つです。

「健康危機管理の迅速な対応」と「行政機能の

その中でも、入院等の調整と積極的疫学調査

強化と職員の能力向上」があります。医師、獣

が感染拡大を防ぐ大きなポイントになります。

医師及び薬剤師といった専門職の職員が新たに

そのため、入院等の調整は、医師の資格を持つ

加わったことにより、食中毒が起きた場合や、

保健所長が中心となり、症状や家族構成を勘案

感染症が蔓延した場合などにおいて、迅速に対

して、入院、自宅療養等の振り分けを行い、積

応できるよう行政機能が強化されました。ま

極的疫学調査については、全ての陽性者に対

た、権限が増えたことにより新しい需要に対応

し、市の保健師が、行動履歴と濃厚接触者の聴

することになります。そこで職員が勉強し、知

き取りを、丁寧に粘り強く行っています。

識を深め、経験を積むことで、一人一人の能力

これら以外にも、感染症患者や医療従事者、

が向上し、それにより、市民サービスが向上

その家族等に対する不当な差別が起きているこ

するという良い循環が起こっていると思いま

とから、人権の配慮やその啓発といった感染症

す。

対策以外の業務にも取り組んでいます。

2020-2021年度
日 時
場 所
出席者

第11回定例理事会

令和３年４月26日㈪ 18:00〜
Zoom会議
役
員 志村 保
篠原 勉
粂田信行
小川啓子
小路 實
理
事 長洲雅彦
太田聖史
川澄千亜紀
上野義哉
岡村太郎
谷島孝明
オブザーバー 宇留野秀一 深谷 智
議事・決議事項
⑴志村会長 挨拶
⑵５・６月プログラムについて
・５月21日㈮に水戸市長他２名が例会に参加する。
⑶今後の例会の在り方について
・急に例会中止になった場合、らくらく連絡網メールにて
連絡する。まだ、らくらく連絡網メールに加入していな
い会員には、加入していただく。
⑷出席100％会員への記念品について
・水戸プラザホテルの焼き菓子を記念品に贈る。
⑸次年度の地区補助金の対象について
・健康増進センターの入り口にデジタルサイネージを寄贈
する。金額は、38万円位となる。

議事録

⑹ロータリー「希望の風奨学金」支援お願いについて
・ガバナーからの要請でもあるので、会員一人当たり
1,000円の寄付をする。
⑺新旧合同クラブ協議会 ５月14日㈮ 11:00〜
・委員長が欠席の場合は代理を立てる、連絡を早急にお願
いしたい。
⑻おひさま食堂について
・例会の開催に連動する形で行っていく。
⑼長谷川会員の喜寿のお祝いついて
・コロナ禍の中で大々的に実施することは難しいので、６
月４日の例会の中で行う。
⑽５月16日㈰開催予定の親善野球大会について
・主催者側からの要請もあり、参加しない。
次回定例理事会
〈第12回定例理事会〉
日時 令和３年５月31日㈪
理事会 18:00〜 懇親会 19:00〜
場所 水戸プラザホテル

