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週報 No.6 
本日の例会 平成21年８月18日 (火) 

次回例会 平成 21年 8月 25日（火）プロ

             
8月 11日(火)12：00開会 

      小林 英典 ＳＡＡ委員長 
会場 王将鮨２階 

会会長長のの時時間間          木本 貴一 会長 

初めての昼例会がこうい

う形になりました。日曜

月曜にわたって、マイク

ロソフトが独占していた

インターネットの世界で

すがグーグルが広告収入

で抜いたとニュースがあ

りました。大手といわれ

ところがこのような変化にあうこともあります。わ

われのそれぞれの業界でもいろんな変化があると思

ます。私もそのような視点で新聞等の情報を見てい

す。皆さんも普段から情報には意識していて欲しい

思います。 

幹幹事事報報告告         高島 章行 幹事

いくつか FAX を送らせ
ていただきました。 
１８日には例会終了後パ

スト会長会議を開きます。 
８月２５日の夜間例会、

この納涼例会の案内に２

通送られています、 

FAXのほうを見てください。 
月の観劇会と合わせて親睦委員長から詳細の説明が

ります。 

委委員員会会報報告告  会会員員増増強強  白白土土委委員員長長  
週週のの例例会会でですすがが、、会会員員増増強強ののほほううででのの卓卓話話のの予予定定でで

。。山山本本副副委委員員長長のの伯伯父父にに当当たたりりまますす、、山山本本善善苦苦労労先先

ををおお呼呼びびいいたたししままししてて仮仮題題｢｢ゴゴルルフフとと人人生生｣｣ののおお話話をを

たただだききたたいいとと思思いいまますす。。山山本本先先生生はは８８４４歳歳ににななりりまま

がが、、エエイイジジシシュューートトをを５５３３回回ををももややっってておおりり達達人人でで

。。人人生生経経験験豊豊かかなな話話ははすすばばららししいいももののににななるるとと思思いい

すす。。是是非非参参加加おお願願いいししまますす。。  

例 会 報 告 
HHHIIITTTAAACCCHHHIII   SSSOOOUUUTTT
例 会 場   要害クラブ  ＴＥＬ（０２９４）３６－２０２０ 
例 会 日   毎週火曜日 １２：００～１３：００ 
事 務 所   日立市末広町１－１－３ 国分協同組合内 
            ＴＥＬ（０２９４）３６－５０７４ ＦＡＸ（０２９４）３７－２１７６ 
          Mail：rotaso@iplus.jp 

http://www.xyj.co.jp/hitachi/south-rc/ 
第２８２０地区 
■会  長  木 本  貴  一   ■副会長  大  森  孝  之 
■幹  事  高  島   章  行  会報委員 山縣敏史 大森孝之 大神田正浩 
プログラム： 卓話 ・ 会員増強委員会 
グラム
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： 家族同伴納涼・親睦活動委員会 

                        木木本本会会長長  

キキででののフフーードドフフェェススタタのの参参加加者者へへ名名前前ののススペペルル

ポポーートトナナンンババーーをを知知ららせせててくくだだささいい。。ままだだ申申しし

なないい方方ももエエアアーーののチチケケッットトもも１１ヶヶ月月前前ななららキキャャ

料料ももかかかかららずずににキキャャンンセセルルででききまますすののでで、、申申しし

けけででももししててみみててははどどううかか。。格格安安でで楽楽ししいいツツアアーー

ししてていいまますす。。  

子子会会                    千千葉葉幹幹事事  

案案内内ののよよううにに、、県県北北のの５５ロローータタリリーーのの親親睦睦ゴゴルル

がが 99 月月 1122 日日ににあありりまますす。。そそのの練練習習とといいうう意意味味合合

めめてて、、烏烏帽帽子子会会をを 88 月月 2299 日日にに開開催催いいたたししまますすのの

加加ののほほどどよよろろししくくおお願願いいししまますす。。  

ブブ会会報報                山山縣縣委委員員長長  
つついいてて今今年年度度のの HHPP にに順順次次掲掲載載ししててゆゆききまますす。。閲閲

回回覧覧ししてていいまますすののでで見見ててくくだだささいい。。今今日日のの週週報報

ががあありりまますす。。法法師師→→奉奉仕仕でですす。。他他ににももああるるかかもも

せせんんがが私私ののほほううままでで知知ららせせててくくだだささいい。。  

活活動動                  川川﨑﨑委委員員長長  

のの案案内内がが２２通通ににななりり申申しし訳訳あありりまませせんん。。当当日日はは

シショョンンががあありりまますす。。品品物物をを一一人人一一つつのの提提供供ををおお

まますす。。９９月月２２６６日日のの綾綾小小路路ききみみままろろののススーーパパーー

のの案案内内もも送送らられれてていいまますす。。会会費費 1122000000 円円でで昼昼食食

みみににななりりまますす。。おお昼昼をを会会場場近近くくでで食食べべるる予予定定でで、、

半集集合合 1111 時時出出発発のの予予定定でですす。。開開園園がが 22 時時ににななるる

00 分分前前ぐぐららいいにに会会場場にに入入りりまますす。。終終了了後後日日立立ままでで

王王将将鮨鮨でで夕夕食食会会をを開開ききまますす。。詳詳細細はは後後ほほどど連連絡絡

まますす。。人人気気ののああるるシショョーーななののでで先先着着順順ととななりりまま

早早めめににおお申申込込くくだだささいい。。  



出出席席報報告告      小澤 興 委員長
会員数 出席 欠席 出席率 MakeUp 修正 免除 

36名 23名 13名 65.7% 12名 100% 1名

ニニココニニココＢＢＯＯＸＸ  山縣 敏史 
 

◎ 子が夏休みで台風の中平塚から帰ってきます。 
木本 貴一 

◎ 自然災害が多く発生してます。皆様もお気をつ
けください。    高島 章行  小山 高一 
◎ 本日もよろしくお願いします。 

池澤 健   大森 孝之  信太 克己 
弓野 博司  川村 昌弘 

◎ 本日２回目ですよろしくお願いします。 
   朝日 正道  塙 憲男   原田 松吉 
◎ 夏の日ざしが恋しくなりました。 

樫村 文雄  石川 國博 
◎ 災害のニュースが続きます。心配です。 
                 山縣 敏史 
◎ 石川さん読売書法展入選おめでとうございま
す。 鹿志村 高道  千葉 省三 小林 英典 
◎ 王将さんへお世話になります。 白土 仙三郎 
◎ 地震・大雨などで常磐線で帰ってきました。６
時間半もかかりました。      小澤 興 
◎ ６日苫小牧ゴルフリゾートで福嶋晃子プロと
ゴルフをプレーしてきました。   山本 忠安 
 

本日も多くの方からニコニコＢＯＸへの 
ご協力 誠にありがとうございました。 

本日計２６，０００円 累計額 １９３，０００円

  
本本日日ののププロロググララムム    
｢ガバナー公式訪問を振り返って｣ 

会会長長  木木本本会会長長  
皆さんに大変お世話に

なりまして、無事ガバナ

ー公式訪問が終えるこ

とが出来ました。ガバナ

ー到着に間に合わず申

し訳ありませんでした。

ガバナーが気にしてい

たのは、現況報告書で会

員 30名とあり、会員増強のことでした。例会前の懇
談会の中で、6 名の増員ですとお話しましたら、今
日は特に話すことはないですねと話していました。

例会後のクラブ協議会では内容も把握していただい

たと思います。その後懇親会 2 次会と楽しく交流を
もてました。 
幹幹事事  高高島島幹幹事事 

8月 4日はどうも皆様お疲
れ様でした。ガバナー公式

訪問が無事終えることが

出来まして、大きな行事を

ひとつ済んだという感じ

です。只、その中で話した

ことがこれから実行して

いくわけですから、未熟な

私ですが、皆様のご協力お

願いします。 
ロローータタリリーー情情報報伝伝達達  信信太太委委員員長長  

ロータリー情報には重

要なものがけっこうあ

るのです。基本中の基本

を用意してきました。 
ロータリー用語という

のを理解できないこと

も新会員の退会理由に

もあるのではないかと

思います。ロータリー内

部ではよくわかる言葉

も新しい会員には何を行っているかわからない。本

クラブでは本年度は新入会員も多くはいりました。

重要な用語だけをピックアップして資料にしてあり

ます。（以後資料にて用語等の説明。） 
作成資料ホームページ 
http://www.rotary.or.jp/basic/r_yougo/j_to_e.html
ロータリー入門書やロータリージャパンのホームペ

ージにもいろいろ解説があります。各自読んでみて

はいかがでしょうか。また夕方集まっての勉強会も

ありますのでよろしかったら参加してみてください。 
 
会長の点鐘にて終了 
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例会の様子 

http://www.rotary.or.jp/basic/r_yougo/j_to_e.html

