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「夢をかたちに」

次回予告 プログラム：

本日のプログラム：

会長の時間 星　勝治 会長

　新年度第２回からお休み頂きまして申し訳ござ

いません。お休みを頂きましてタイに行ってきま

した。

先程各テーブルに置かせていただきました資料の

通り、茨城２８２０地区と友好地区タイの３３５０

地区パツムワンロータリークラブ２５周年式典、

会長幹事就任式に日立南ロータリークラブ招待要

請があり、またタイ３３５０地区アントーン県へ

当クラブの国際奉仕委員会ＷＣＳ(世界社会奉仕委

員会)ＤＤＦ(人道支援プロジェクト)が行った支援

についてその後の活動状況の確認視察を行いまし

た。２８２０地区参加者は片岡信彦、佐藤衛パス

トガバナー・地区役委員・担当者２１名です。

日立南ＲＣが単独で行った国際奉仕委員会がタイ

３３５０地区に行った奉仕活動は次の通りです。

・２００１年～２００２年コラート県学童へ教材

　支援

・２００４年～２００５年アユタヤ病院へ外科手

　術関連機材（止血）支援

・２００５年～２００６年シンブリ県へ給水ポン

　プと浄化装置支援

・２００６年～２００７年クリーンウォータープ

　ロジェクト浄水器

・２００７年～２００８年バンパエ病院高齢者骨

　関節炎膝手術支援

　最近ではアントーン県へ中古の消防自動車を寄

付しました。こちらはＷＣＳで当クラブが手を上

げてそれに賛同したクラブがいっしょに消防自動

車を寄付しました。日本の消防車は１０年で２万

キロしか走っていないのでタイでは大変歓迎され

ています。寄付した消防車のボディーには日本語

と英語で日立南ロータリークラブと白くサインが

入っています。

そのような状況での当クラブの支援はタイから非

常に感謝されています。タイの３３５０地区パツ

ムワンロータリークラブ２５周年式典では日立南

ＲＣとして３万円包んできました。�

　次に医療関係ですが１年間に３５０人位の心臓

手術をする国立病院に有名な先生がいます。ロー

タリーではその先生が他の病院にいかないように

給料を補助しています。また現地では過疎地に白

内障の手術をするためにコンテナに医療機器を積

んで行き１０万人の手術をしている現状です。時

には１人１人の手術が間に合わず片目だけの手術

しかできない状況でもありました。�

この度は会員の皆様のお陰で有意義な５日間を過

ごさせていただきました

以上で会長の時間を終わらせていただきます。有

難うございました。
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山本さん、叙勲祝賀会出席しました。
おめでとうございます。
小山　高一　池田　忠雄　武藤　真一
岩崎　敬次　弓野　博司　川崎　健輔
大森　孝之　白土仙三郎

7/13米山奨学会勉強会に行ってきました�
樫村　　観

過日１２日転業奉仕の研修会参加　　
宮本　尚彦　石川　國博　須田　　晃

山本会員おめでとう
長山　行夫　木本　貴一　

宜しくお願い致します。
小澤　　興　小林　英典　鈴木　幸一

誕生日プレゼント有難うございます
鎌田　　栄　高島　章行
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欠席して申し訳ございません�
星　　勝治

7/11叙勲祝賀会をしていただきました�
山本　忠安

本日も宜しくお願いします　　鹿志村高道

ニコニコＢＯＸ 代理 木本 貴一 副会長

本日のプログラム：本年度各委員会方針

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 28,000円 累計額 80,000円

出席報告 鈴木 幸一 委員長

会員数

35名 22名 13名 62.9％ 64.7％ 3名

出席 欠席 出席率 訂正 免除

須田　晃　新世代奉仕委員長

幹事報告 鹿志村 高道 幹事

星会長35度以上の猛暑の中無事帰国されまして私

もホッとしております。本当にお疲れ様でした。

また先週の土曜日は宮本会員、今週の日曜日には

樫村観会員には地区の研究会に出席していただき

まして誠に有難うございました。

それでは幹事報告をさせていただきます。

各県の米山財団の寄付等につきましては各テーブ

ルにコピーを１枚ずつ置きましたのでご覧下さ

い。今週の初めから末にかけまして今年度の上半

期の会費の請求書が各会員に届いていると思いま

すが速やかな納入をお願い致します。

ガバナ事務所から岩手宮城内陸地震義援金協力の

お願いということで一人５００円を目安に寄付を

お願いがありました。振込み期間の最終日が７月

３1日になっておりますので理事会に掛けずに星会

長と相談の上ここで会員皆さんの承諾を得られれ

ば寄付させて頂きたいと思いますがいかがでしょ

うか？ご承諾いただきましたので会員一人５００

円を寄付させて頂きます。例年のことですが日立

市美術展覧会の協賛として社会奉仕から協賛金を

１万円出しているそうですので今年も例年に習い

まして１万円を協賛させていただきます。

最後に前年度の実績報告書と今年度の事業計画書

を提出していない委員長が若干いますので速やか

に事務局までファックスをお願い致します。

　新世代奉仕委員会の今年度方針ですが、星会長の

方針の中の「地域に密着し貢献できる活動として日

立南RC杯を長年継続しております。」という事で小

学生のミニバスケットボール大会への支援を実施

します。それでは事業計画書をまとめてありますの

で読み上げますと今年度ＲＩテーマは「夢をかたち

に」ですが星会長も本年度方針で想像ではなく現実

に実在する真のこころからの誠実な夢のかたちに

を実現したいと言っております。その考え方に立っ

て委員会活動をしてゆきたいと思います。世界の

国々の中で若者を見るとその国が分かるし、全てを

代表する未来を予言しております。こどもは大人の

背中を見て育つし大人が良くなればこどもも良く

なります。ロータリアンは若者の模範でなければな

りません。その目的に向かって例年実施しておりま

す小学生のミニバスケットボール大会支援等の活

動をしてゆきたいと思います。



白土　仙三郎　会員増強委員長

会員増強委員長も４年目となります。昨年度弓野会

長には申し訳なかったと思いますが新入会員があ

ったにもかかわりもせず、退会者の方が大変多くで

たという事で日立南ＲＣは会員減となりました。当

初は皆さまのご協力をいただきながらなんとか40

名台にしようという意気込みがあったのですが

中々それが成らず昨年度は申し訳なく思う次第で

す。本年度も会員増強という事ですが私一人が頑張

るという事ではなく会員お一人お一人は皆さんの

親しい方一人を是非南ＲＣに呼び込んで頂く。今日

ご出席の22名の方が一人づつ口説いて頂ければ、そ

れも今年という事ではなく３年越し位で口説いて

頂いてその実を是非３年後22名プラスという事に

成ればよいのかなと思います。まず今日からご出席

の22名の方が親しい方、廻りの方に呼びかけて頂い

て会員増強にご協力いただきたいと思います。今度

の22日に地区協議会があります。そこで学んだ事を

29日に卓話がございますのでそこでの模様をお話

したいと思います。一つには組織は数でございま

す。日立南が会員増強を皆さまに成し遂げていただ

き、それなりのメンバーが揃えば立派な活動が出来

るのかなと思います。29日の例会で重ねて皆様にお

願いしたいと思います。ありがとうございました。

岩崎　敬次　選考分類委員長

　選考分類の岩崎でございます。職業分類別会員組

織という原則はポールハリスとＲＣ創設者の方た

ちが確立したロータリーの基本であります。職業分

類委員会はその地域内の職業分類を調査し、原則を

適用し、充填・未充填の職業分類を作成し、そして

あらゆる職業分類に関する問題点について理事会

と協議したいと思っております。会員選考委員会は

推薦された会員候補者の人格、職業上及び社会的地

位、並びにロータリアンとしての適格性を充分調査

した結果理事会に報告する事にしております。この

人格とか職業上及び社会的地位というのはロータ

リアンとして大切なことだと思います。また若い方

にロータリーとは何かを伝えるとともに、出席につ

いても出席ができるかできないかについて確認し

て会員にするという事が大切なことだと思われま

す。以上でございます。

武藤　真一　会計委員長

　昨年に引き続き会計を担当いたします。私の勤め

る銀行は年４回の定例異動がありますが多賀支店

の場合６月末ですので向こう一年はやらせていた

だきますので引き続き宜しくお願い致します。今日

前年度決算がまとまりまして監査をしていただく

事になっておりますが、ご承知の通り予算があって

決算がありますが前年度をみますと大変厳しい内

容であったとみております。予算どうりの収入があ

ればよかったのですがやはり厳しい部分があって

予算どうりの収入がないとなかなか活動も充分で

きない部分もあろうかと思いますので是非皆様の

ご協力をお願いしたいと思います。宜しくお願い致

します。



小山　高一　雑誌広報委員長

　雑誌広報委員会でございますが、この間地区の雑

誌広報委員長さんのお話を伺いましたが一つには

ロータリーの友の精読率を高めるというのが大切

ではないかという事で、皆さんに読んでいただく事

でロータリー活動の目的について皆さんによく理

解してもらう事が出来ると思います。毎月一週間早

く私の元に届きますのでよく読んで皆様に良い記

事をご紹介してゆきたいと思います。それからもう

一つは奉仕活動で地域社会に貢献する事がＲＣの

活動の目的ですが地域に活動を知ってもらう事が

大切であると思います。機会あるごとに活動状況を

広報してゆきたいと思いますので皆さまからの情

報をお待ちしております。

木本　貴一　会員組織委員長

　多くの委員会を統括するという事ですが、私の経

験の中では次年度会長を務める為の充電期間では

ないかと思っております。理事会等々で会長方針に

そって建設的な意見を申し述べ「夢をかたちに」に

するため白土委員長のおっしゃった会員増強はた

しかに大事だなと思うとともに岩崎委員長もおっ

しゃった様に大変厳しい条件もあるのかなと思っ

ております。最近地区に色々勉強に行きましてもＲ

Ｉはそれに苦慮しているなと感じる次第でしてＨ

Ｐを３０分見ればメーキャップにするとかＲＩそ

のものが苦慮している現状は否定できないのかな

と思います。その中でどう折り合いをつけて人格、

社会的地位を含めた会員選考、勧誘をしていくこと

がこのクラブの存続に繋がるのかなという事をこ

の一年微力ですが頑張って見たいと思いますので

宜しくお願い致します。


