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9 月 2 日例会は取りやめです。 

 

 

熱き東京オリンピック、パラリンピックも終わ

り、9 月に入ったとたんめっきり涼しくなり、季

節の移ろいは実りの秋を感じます。新型コロナウ

イルス感染症の当クラブ会員 K 様は、8 月 23 日

に無事回復退院された事を報告します。おめでと

うございます。 
そんな中、9 月 2 日（木）の理事会に於いて、

コロナ禍の波はまだまだ続くとの見通しのもとで、

分区内の他のクラブの取り組み例を参考にしなが

ら当クラブでも Zoom を利用したハイブリッド方

式（通常の例会 + オンライン例会）で例会を開

催しようとの意見がまとまりました。9月9日（木）

に例会場（美かの）で有志による準備会を持ち、

Zoom を利用しながらパソコンやカメラなど撮影

環境を整え、9 月 16 日（木）から例会を再開しよ

うと考えています。通常通り例会場での参加に加

えて Zoom を利用してオンラインでの参加も可能

とします。Zoom 参加の具体的な方法は、準備会

での試行を経て皆さまに連絡しますのでご承知お

きください。なお「卓話」と「私と RC」の発表

者の方には当面は例会場参加でお願いします。 
 
 
佐藤邦裕さん（ 2 日） 
塙 宏之さん（11 日） 
桑名智行さん（11 日） 
小松茂一さん（27 日）   9 月誕生月の花  
鋤柄純忠さん（29 日）    ¨ダリア¨ 
              花言葉：栄華  

 
 

 
 
松橋好徳さん（29 日） 

 
【受信書簡・メール】 
・9 月ロータリーレート ＄1=110 円 

・大野治夫ガバナエレクト事務所開設のご案内 
・長崎・佐賀豪雨災害支援金について 
・ザ・ロータリアン 9 月号 
・「第 57 回日立市美術展覧会」及び「日立市美術展

覧会受賞作家展」の開催中止について 

【理事会報告】 
【審議事項】 
1. 8 月度出席率   100.0%           
2. 9 月例会開催について      
3. 10/28（木）地域ボランティア、優良従業員表彰の

開催と推薦について 
4. 新会員研修会＆情報集会開催について 
5. 長崎・佐賀豪雨災害支援金について 
6. 第一分区RC 親睦ゴルフ大会開催について    
7. Zoom 例会開催についての提案   
【審議結果】 
審議 1：承認、審議 2：承認 

9/16，30 日例会は緊急事態宣言が 9/12 で解除にな

れば通常開催とする。 
審議 3：開催する。地域ボランティア表彰について、

新たに「坂下地区コミュニティ推進会（久慈日立南

交流センター）」に推薦依頼をする。（会長・職業奉

仕委員会） 
審議 4：承認。開催については 9/16 例会で判断し決

定する。 
審議 5：承認 会員一人/1,000 円 
審議 6：承認 
審議 7：ハイブリッド方式の例会を実施するため、

有志により必要な準備を行う。吉成さんに事前準備

をお願いする。 

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 

2021.9.2 

会長挨拶       佐藤邦裕 会長 

今月の誕生日祝い        

報告               

 

 
会長 佐藤邦裕  会長ｴﾚｸﾄ 山口憲生  幹事 菅原光雄 

2021-22年度ＲＩ会長 シュカール・メータ（カルカッタ：マハナガールＲＣ）第２８２０地区ガバナー新井和雄 （下館RC） 

今月の結婚記念祝い    

9月は基本的教育と 

識字率向上月間です 
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その他 
・会長：1/29（土）開催予定、インターシティミー

テングの会場候補であるひたちオリジンパークから

は利用内諾は受けている。緊急事態宣言が解除にな

れば、会長、幹事、実行委員長等で事前挨拶に伺う

予定。4/23（土）開催の 45 周年記念事業の会場につ

いては、ひたちオリジンパークを候補会場としてい

るが、会場の収容人数などを確認し他の候補会場も

検討しておく。 
・古川さん：2021-22 年度「この指とまれ」プロジ

ェクト 8 事業から選出し賛助する。本年度の予算

は 3 万円。                                   
・9/16（木） 会長・幹事・インターアクト委員長 

IAC 役員委嘱状の交付 
会長 五来 集さん 2 年、 
副会長 後藤ちさとさん 2 年・池田萌花さん 2 年 
新部員にインターアクト章（バッジ）支給（20 個） 

 
米山奨学生 馬雯さんの近況報告 
お世話になっております。馬雯です。オリンピッ

クのことが詳しくないです。家にテレビもなくて、

見ることができませんでした。 コロナ禍で、ほとん

どの時間は家にいます。研究、読書、映画を見るこ

とをやっています。料理が上手になりました。自炊

なので、家で北京ダックを作りました。（コロナでは

なかったら、太田さん、ロータ

リー皆さんと一緒にたべて、楽

しくパーティーをやりたいで

す。）写真を送付いたします。 

コロナのことに関して、凄く心

配しています。2019 年 12 月くらい、中国武漢で初

めて発見してから、1 年半以上になりました。コロ

ナ禍で人々に大きく影響しています。マスクで生活

してきました。リモート会議やリモート仕事などに

変更しました。8 月、ワクチン接種が順調に進んで

いたら、コロナが終われると思いましたが、最近、

コロナの感染者が増え続けています。変異種の感染

率が高くになっています。コロナ前の普通の生活に

戻りたいです。 心から、コロナウイルスを早く終わ

るように祈ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★★  行事の申込受付案内 ★★  

◆ 茨城海岸美化プロジェクト 

9 月 26 日（日）実施場所：伊師浜海岸  

   只今参加の出欠を確認中、ご連絡を 

◆ 第一分区 RC親睦ゴルフ大会 

11 月 14 日（日）日立高鈴ゴルフクラブ 

今後のスケジュールのご案内 

編集後記 
今まで「雨の日」は、なんとなくマイナス

イメージがあった。気分が落ち込んだり、

人によっては体に不調がでたり、やる気を

失ったりと。今から 10 年前、長男がまだ

幼稚園生の頃、「ママ～、雨はね、花や草

木、食物が喜ぶんだよ。」と教えてくれた。

キリスト系の幼稚園に通っていた息子は、

毎年秋に感謝祭という園行事があり、各家

庭から野菜や果物を持ちより皆で収穫を

感謝し、喜び祝う礼拝があり、そこでの学

びを教えてくれたのだった。私はハッとし

た。その日から「雨の日」に対するイメー

ジが変わった。先日も傘もさせない程の大

雨の中、次男を学校に迎えに行った時の事

だった。近所の同級生の女の子に、「送っ

て行くから、一緒に車に乗っていって」と

声をかけたら、「こんな大雨は滅多にない

し、ちょっと楽しいから歩いて帰る～」と

ニコニコしながら答えた。物事は、色々な

見方、感じ方ができる。固定観念にとらわ

れず何事も多角的な視野で柔軟で感情豊

かに表現できる人でありたい。子供達から

日々学ばせてもらう事が多々ある。これか

らも「雨の日」を楽しみたい。（ご） 

9 月 16 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話   古川英希さん」 

「私と RC    笹尾  光さん」 

9 月 23 日（木）休会 秋分の日 

9 月 30 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話   今野紀仁さん」 

「私と RC    岩田秀邦さん」 

10 月 7 日（木）例会 12:30～ 美かの 

「会員卓話   照沼明美さん」 


