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皆様、こんにちは。今週も新型コロナウィルス

感染症対策のため例会は休会となっております。 

先日のクラブ内新型コロナウィルス陽性者につ

きましては、親睦会に同席された会員の皆様の感

染はなく、体調を崩された方もいらっしゃらない

ということで安心しました。新型コロナウィルス

は他人事のように感じていましたが、身近なとこ

ろでも感染の可能性があるということを身に染み

て感じました。今後のクラブ運営に際しましては

より警戒を強めて実施していきたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
山口彰二さん（ 5 日） 
小松弘二さん（ 8 日） 
金村吉晃さん（15 日） 
小泉浩一さん（30 日） 
 

 
山口彰二さん（ 7 日） 
平田伸一さん（11 日） 
金村吉晃さん（27 日） 
塙 宏之さん（29 日） 

 
【受信書簡・メール】 
・2021-22 地区研修・協議会（DTA）開催のご案内 

・4 月ロータリーレート ＄1=110 円 

・第 7 分区ガバナー補佐交代のご報告 

・ザ・ロータリアン 4 月号 

・みなみひまわり通信 4 月号 

 
 
 
【第 9 回理事会報告】  

4/15（木）小泉会長、内山幹事、佐藤会長エレ

クト、菅原次期幹事は美かので審議し、他の役員・

理事は書面審議した。 
【審議案】 
1.3 月度出席率   100.0%   
2.交代会員入会 入会日：4 月 8 日 
・㈱日立製作所日立研究所  
 交代会員 総務部長 神山靖基氏 
・茨城キリスト教学園   
交代会員 理事長 笹尾 光氏  

・日立埠頭㈱  
交代会員 取締役総務本部長 桑名智行氏  

・常陽銀行㈱  
交代会員 久慈浜支店長 平元淳治氏 

3.2021茨城海岸美化プロジェクトの参加有無と事業

賛助金の支出について               
 開催日 2021 年 9 月 12 日（日）  
予備日 2021 年 9 月 26 日（日） 

4.2021-22 年度 R 財団地区補助金申請について              

5.2021-22 年度クラブ役員・理事・委員会委員長およ

びR 米山記念奨学会カウンセラーの選任について 
6.職場見学会＆一泊例会の開催について 
7.2021-22 年度 IM の日程について 
期日 2022 年 1 月 29 日（土） 
会場候補：日立オリジンパーク（大みかクラブ） 

【審議結果】 
審議 1 承認 

審議 2 承認  5 月 13 日（木）入会式予定 

審議 3 参加する。賛助金額：会員一人当たり/ 

1,000 円×39 名＝39,000 円  

 第１分区の実施場所は鵜の岬・伊師浜海岸とされ

ている。茨城キリスト教学園高校インターアクト

クラブに参加招請するかどうか検討する。 

審議 4「環境保全プロジェクト」以外は申請しない。

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 

4月は母子の健康月間です 

2021.4.8＆15 

会長挨拶       小泉浩一 会長 

今月の誕生日祝い        

報告               

 

 
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） 

今月の結婚記念祝い     
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2021-22 年度青少年奉仕事業は女子バスケットボ

ール大会とし、その他事業を行うときは、日立港

RC の予算で賄うこととする。青少年奉仕委員会と

検討する。 

審議 5 別紙のとおり 

審議 6 新型コロナウィルス感染症対策のため中止とする。 

審議 7 2022 年 1 月 29 日（土） 

候補会場：日立オリジンパーク（大みかクラブ） 

と地区に報告した。会場については他の候補会 

場も検討が必要。 

●その他 

2022 年 5 月 26 日に創立 45 周年を迎えるにあ

たり、記念事業の開催日、会場など検討する。 

記念事業実行委員会を立ち上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★  行事の申込受付案内 ★★  

◆日立港RC親睦ゴルフコンペ 

 6 月 6日（日） 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
コロナの勢いが一向に収まらない中、つ

いに大阪府で一日の感染者が千人を超えて

しまいました。当クラブの所在地大みかの

街でも変異株によるクラスターの発生で三

度の例会見合わせの事態となりました。厳

重注意です。高校野球春季大会が始まりま

した。県大会出場を目指し各地区で熱戦が

繰り広げられました。当県北地区では、シ

ード校の「日立第一」「勝田工業」が敗退。

波乱の幕開けとなりました。19 日の抽選を

経て、23 日から各地区で勝ち上がった 36

校にて県大会が争われます。先の秋季大会

においては完全無観客の運営でしたが、今

回県高野連の計らいで選手の家族は観戦可

能となりました。コロナ渦で対外試合や遠

征等の制限の中、一生懸命練習に励んでき

た選手たちへエールを送りたいと思いま

す。ちなみに愚息の高校も順当に勝ち上が

り県大会に臨むことが出来ます。（い） 

4 月 29 日（祝木）休会 昭和の日 

5 月 6 日（木）休会   こどもの日の週 

5 月 13 日（木）例会 12::30～ 美かの 

「入会式」 

5 月 20 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  菅原光雄さん」 

「私と RC   岩田秀邦さん」 

5 月 27 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話  鈴木崇久さん」 

「私と RC   金村吉晃さん」 
日立港 RC も参加します 

地区社会奉仕 環境保全プロジェクト 

『2021 茨城県海岸美化プロジェクト』 

2020-2021 年度池田正純ガバナー 

地区目標：環境問題への取り組み 

海洋で最も多いマイクロプラスチックは、プラ

スチック製品が外的要因で劣化することで発生す

る「二次マイクロプラスチック」です。ポイ捨て

されたポリ袋やペットボトル、たばこのフィルタ

ーなどのプラスチックごみが側溝から川を伝い海

に流れ着き、太陽の紫外線により劣化してもろく

なり分解される。 

 

事業名：2021 茨城海岸美化プロジェクト 

要約：地区ロータリー奉仕デーとして、2820 地区

ロータリアン全員で茨城の海岸清掃を行う 

実施日：2021 年 9 月 12 日（日） 

予備日：2021 年 9 月 26 日（日） 

実施場所：第一分区 鵜の岬・伊師浜海岸 

 

新井和雄ガバナーエレクト 

地区目標：2820 地区の持続可能な発展に資する 

奉仕活動の推進 

具体的行動指針（抜粋） 

1. ロータリーの新しい重点分野「環境保全」の

推進 

2. クラブをサポートする持続可能な地域運営の

強化 

3. 質の高い奉仕活動の推進 

4. 公共イメージの向上 


