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会員の皆様、新年おめでとうご

ざいます。 
年末年始は数年ぶりの寒波に見

舞われ、一段と冬の厳しさが感じ

られた年明けになりました。 
昨年末から新型コロナウィルスの感染状況

は皆様ご承知の通り、全国的に猛威を奮ってお

ります。昨年の 1 月 16 日に国内で新型コロナ

ウィルスの感染者が初めて確認されて以来、約

1 年で 30 万人の感染者が発生しました。感染者

が最も多い東京都では 1 月 7 日（水）に 2447
名の感染者の報道がありました。1 月 8 日（木）

は東京、神奈川、千葉、埼玉の 1 都 3 県に対し

て緊急事態宣言が再発令され、さらに13日（水）

は栃木、岐阜など新たに 7 府県を追加し全国 11
都道府県に緊急事態宣言が発令されておりま

す。茨城県は年末年始の感染者増加が顕著にな

り、日立市も感染者が急増するようになってし

まいました。茨城県は 1 月 20 日（水）まで、

県民に対し不要不急の外出自粛の要請がなさ

れております。（1 月 15 日（金）に茨城県独自

の緊急事態宣言が発出されました。） 
日立港ロータリークラブは、昨年の中旬より

例会等を中止し警戒してきましたが、今後の対

応について理事会で審議しました。審議の結果、

感染拡大防止を優先し、2 月末までの例会を休

会としました。また、3 月開催予定の中学野球

大会、中学女子バスケットボール大会も中止と

いたしました。つきましては会員の皆様のご理

解の程、よろしくお願いいいたします。 

 
 
 
 
 
理事会では、新会員として入会を承認された

五来奈美さんに会員証などをお渡ししました。 
新たな女性会員の参加で、クラブはより和や

かな展開が期待されるところです。また、大変

残念ですが、宇佐美芳文会員の退会が承認され

ましたことをご報告いたします。 
さて、今年は丑（うし）年です。過去 60 年

の丑年の出来事を振り返りますと、＊1961 年

は「NHK の連続テレビ小説放送開始」。 
＊1973 年の「オイルショック」は我慢の象徴

のような年になりました。 
＊1985 年はファミコンソフト「スーパーマリ

オブラザーズ」が発売され大人気商品へと発展

を遂げました。 
＊1997 年は世界初となる量産型ハイブリット

車「トヨタ・プリウス」が発売されました。 
＊2009 年は選挙による初めての「政権交代」

や「裁判員制度」が開始されました。 
このように丑年は今までにない新しいこと

が始まった年が多いのが特徴です。2021 年丑

年はどのような年になるのでしょうか？新型

コロナウィルスの蔓延で、まだまだ耐え忍ぶ年

になるかもしれませんが、牛歩のように地道に

突き進むことで新たな発展へと繋がる年にな

ればと願います。 
本年もどうぞよろしくお願いたします。 

 
 
米山奨学生 李 暁彤さん  

ようこそいらっしゃいました。 

国際ロータリー   第２８２０地区（茨城）   第１分区   日立港ロータリークラブ週報 

■ 事務局  日立市大みか町 2-28-5 渚会館  TEL 0294-53-6411 

■ 例会日  毎週木曜日  12:30～13:30 

■ 例会場  美かの    日立市大みか町 6-14-12 

1月は職業奉仕月間です 

2021.1.14 

 

会長挨拶       小泉浩一 会長 

本日のビジター     

 

 
会長 小泉浩一  会長ｴﾚｸﾄ 佐藤邦裕  幹事 内山庄栄 

2020－21年度ＲＩ会長 ホルガー・クナーク（ドイツ：ヘルツォｰｸﾄｳﾑ･ﾗｳｴﾝﾌﾞﾙｸﾞ･ﾒﾙﾝ･ＲＣ）第２８２０地区ガバナー池田正純 （牛久RC） 
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松橋好徳さん（ 7 日） 
吉成公一さん（ 9 日） 
菅原光雄さん（10 日） 
平田博之さん（13 日） 
 
 

 
島田 裕さん（ 1 日） 
吉成公一さん（17 日） 
八幡 康さん（21 日） 

 
【ご芳志を頂いた方からのコメント】 
●菅原光雄さん…67 歳になりました。孫の成長

を楽しみに生活したいと思います。 
●吉成公一さん…56 歳になりました。健康に注

意しながら、充実した一年にしたいと思

います。 
 
 
 
 
 

 

氏   名   五来美奈（ごらい みな）  

職業分類  クリーニング 

勤  務  先  五来クリーニング 

役    職   社員 

自    宅   日立市 
 
五来さんは 1 月 7 日（木）入会され、本日の

理事会で入会式を行いました。改めて例会でご

挨拶をお願いしたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【受信書簡・メール】 
・ザ・ロータリアン 1 月号 

・2021 年 1 月ロータリーレート 1 ドル=104 円 

・ロータリーコーディネーターNEWS2021.1 月号 

・ハイライトよねやま 249 号 

・太陽の子 冬の号 

米山功労クラブ感謝状受賞 

（公財）ロータリー米山記念奨学会より、米山

奨学事業に対する支援（特別寄付金）に対し、米

山功労クラブ感謝状が贈られました。 
表彰回数 第 20 回 米山功労クラブ 
累計 20,313,000 円（2020.12 月末現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
米山奨学生、李さんに奨学金支給 
小泉会長より 1 月分奨学金を支給。本日開催さ

れる予定だった例会プ

ログラムは李さんの卓

話でした。残念ながら例

会での発表は中止とな

りました。 

 
【理事会報告】 
1.12 月度出席率 100.0% 
2.五来美奈会員の職業分類について 
中分類 各種サービスに小分類 「クリーニング」

を追加する 
3.宇佐美芳文会員退会について 退会日 2020.12.31 
4.クラブ例会開催について  
【審議結果】 
1. 承認 

2. 承認 

3. 承認  

4. 例会：1 月 21 日(木)より 2 月 25 日（木）まで取

りやめ 

理事会：必要に応じて開催する 

奉仕活動事業の中止 

日立港RC 杯第 21 回中学校野球大会 

目標 1,507,000 円 

 本日のご芳志   7,000 円 

     トータル  668,500 円 

今月の誕生日祝い        

にこにこ BOX 報告       

報告               

今月の結婚記念祝い   

新入会員入会 
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同 第 9 回中学校女子バスケットボール大会 

親睦活動の中止 

2 月 14 日（日）バレンタイン親睦ゴルフコンペ 

その他連絡 

 不要マスクの回収は予定通り 1 月末まで行い、 

例会がないので、事務局届けをお願いする。 

 寄付先について社会奉仕委員会で検討する。 

 

 
 
 1 月 23 日（土）開催予定だった第一分区インタ

ーシティミーテングの中止について、茂木博男ガ

バナー補佐および中村澄夫 IM リーダーより文章

をいただきましたので紹介します。 
 
第一分区ガバナー補佐 茂木博男 

既にお知らせのとおり、令和 3 年 1 月 23 日に

予定しておりました第一分区1Mは中止(延期では

ない)となり、更に私が所属する主催クラブ日立北

RC は 1 月、2 月の例会全休会となりました。 
IMの中止につきましてはガバナー事務所IMリ

ーダー中村澄夫様、懇親会での御挨拶予定者藤居

彰一様から、中止を支持する旨の温かいご意見を

いただいております。 
特に中村澄夫様からは別紙のお手紙もいただい

ております。 
      第一分区 IM リーダー 中村澄夫 

「過ぎ去る 1M を思って」 
ロータリアンの皆様、新年を迎えて諸事にご多

用の日々と存じます。 
そうした中、昨年より世界中に襲い来た。新型

コロナウイルス。の猛威により、人びとの暮しは

大変厳しく辛い生活が続きます時でもあります。 
奉仕を基本としたロータリーにおいても、予定

した行事や会議なども開催することが困難となり、

事の進行が円滑に展開することは難しい状況の今

日です。当分区にても 1 月 23 日(士)に開催する予

定でありました第 1 分区 1M も、コロナの感染防

止のために多くの方がたの協議により中止が決定

されました。この度の 1M を通じて、ロータリー

会員としての仲間を知り、そして深め、更に実際

の活動を知り合って、ロータリアンとしてのこの

後の取組みを考慮する意義深い集いであったので

す。中止は本当に残念なことでありました。 

しかし、選ばれました道は今日の生活の上での

的確な判断でありまして、選定された立派な道で

あると思われます。人として生きる、そしてロー

タリアンとして奉仕活動に関わる者としての歩む

道は更に大きく期待されるものと思われます。 
昨今の大変厳しい状況の中を自らの職業を通じ

て歩む道、そしてロータリアンとして進む奉仕活

動が、人びとのため、子供達のため、そして世界

の人びとのために尚一層のご尽力による実績の構

築にご期待申し上げ、この度の道が意義高い機会

でありますことを心よりお祈り申し上げます。 
 
 

 
2020 年クリスマス親睦ゴルフコンペ報告 
           ゴルフ幹事 古川英希 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 月 17 日（木曜日）、コロナ禍の中で今年のク

リスマス例会は中止になってしまいましたが、恒

例になっております『クリスマス親睦ゴルフコン

ペ』は屋外行事ということで、3 密を避けながら、

静ヒルズカントリークラブに於いて、会員 11 名と

1 月入会の五来さんを含めた 3 組、12 名で粛々と

開催いたしました。当日は、今年一番の冷え込み

が予想されましたが、風もなく比較的穏やかなゴ

ルフ日和となりました。今回のコンペ最大の焦点

は、内山幹事が約 20 年ぶりにクラブを握りコンペ

に参加したことです。当日は新調したゴルフシュ

ーズを履き、長身を利したスイングで素晴らしボ

ールを打っていました（小技も意外と上手です）。

次回からも引き続き参加していただけることを期

待しております。 
成績は日立港 RC ゴルフコンペの慣例にならい、

ペリア方式（ダブルパーカット、HDCP 上限 40）
によるネットスコアにて算出、今年最後の優勝者

第一分区ロータリーニュース 

日立港ロータリーニュース 
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は古川、準優勝は同スコアで小泉会長とぺリアに

強い吉成会員が並びましたが、年長者上位という

ことで小泉会長、3 位に吉成会員となりました。

また、今回のラッキー賞 8 位（17 日で 1+7＝8）
は三田寺会員、飛び賞として 10 位に五来さんが入

賞いたしました。また、忘年コンペの際、的中者

がいなかった馬券については、『1 位－2 位、古川

－小泉』でしたが、今回も的中馬券はありません

でした。（ちなみに今回の新ぺリアの 1 位－2 位は

小泉－古川でした）また今回、ゴルフコンペ賞金

の一部(合計 7,000 円、会員からのご芳志)をニコニ

コボックスに寄付したことをご報告します。 
 

2007-2008年 米山記念奨学生 舒岩さんから年賀状  
（カウンセラー 小松弘二会員） 

 
 
 
 
 
 
 
 
ローカルニュース 
日立紅寒桜が開花しました 
日立市宮田町のかみね

公園で、早咲きの「日立紅

寒桜（ひたちべにかんざく

ら）」が開花しました。 
淡いピンク色の花がち

らほらと顔をのぞかせ、来

園者の気持ちを和ませています。市さくら課によ

ると、1 月 13 日に 5 輪以上が一斉に咲いているの

を確認し、開花宣言となりました。3 月上旬まで

楽しめます。日立紅寒桜は、昭和 40 年代に JR 常

磐線小木津駅構内に植栽された桜の一つ。後に市

固有の桜とわかり、2006 年に新品種として農林水

産省に登録された。かみね公園には現在、25 本が

植えられています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 

 令和3年、明けましておめでとうござい

ます。昨年の 12 月 10 日の例会を最後に、

12 月 17 日以降の例会が全て中止となりす

でに 1 ヶ月以上が経過してしまいました。

早く例会が再開されて、会員の皆様と再会

したいものです。しかし、新型コロナウィ

ルスの感染状況は更に広範囲に拡散してし

まい、茨城県も独自の緊急事態宣言を発表

しました。最近では日立市内でも連日のよ

うに感染者の発生が発表されるようになり

ました。家庭内感染の割合も高くなってお

り、市中感染の危険性が高まっていると言

ってよいでしょう。現在私達に出来ること

は、ワクチン接種、特効薬と重症化回避薬

が普及するまでの期間、マスクの着用、ソ

ーシャルディスタンスを守り、ステイホー

ムに努めて、感染拡大防止に努めることだ

と思います。 私の家庭でも 12 月以降外

出する機会が大幅に減少しており、自宅で

過ごす時間が増えており、テレビゲームの

時間と可燃ゴミの量が大幅に増加していま

す。また、子供達の学校生活でも、修学旅

行、宿泊学習、校外学習やスキー体験学習

等が軒並み中止又は延期と部活動の対外試

合の中止、飛沫拡散や接触を伴う練習の中

止等が発表されました。これ等による、子

供達の運動不足、意思疎通不足、情緒不安

定の増加等が心配です。 一方、この様な

状況は社会的に弱い立場の人達にほど大き

な影響が出ているのではないでしょうか、

そこで当クラブが行ってきたボランティア

活動に形が変わってでも良いので協力でき

たらと思います。 会員の皆様、新型コロ

ナウィルスに負けないで、安全性が確保さ

れたら元気に再会しましょう。（す） 

1 月 21 日（木）～2 月 25 日（木） 例会 

 取りやめ 


