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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

前期も今月で終わりますがガバナ報告書に書いて

ある前期までの目標は９０％以上達成したと思っ

ております。会員増強も１人増員致しましたし退

会者もいません。また、各財団、べネファクタ、

ポリオ撲滅、世界社会奉仕、米山と大体達成出来

たと私自身思っております。これもひとえに会員

皆様のご支援ご協力の賜物と心より感謝申し上げ

ます。引き続き当会の為に会長賞をいただける様

に頑張ってまいりますので会員皆様のご支援ご協

力の程を宜しくお願い致します。この半年間「夢

をかたちに」をテーマに日立南ロータリークラブ

は地域に密着した奉仕活動に貢献してきました。

弓野会員、木本副会長が中心となり支援しており

ます「日立ふきのとうの会」イベントの成功、須田

委員長が中心になって支援しておりますミニバス

ケットにつきましては新聞等に取上げられるなど

この半年間の活動に私自身も満足しております。

あと残り半年間ですが引き続き地域の奉仕に力を

そそぎ会員増強に努力してまいりますので今後と

も会員皆様のご支援ご協力の程を宜しくお願い申

し上げます。

皆様こんにちは

体調崩しまして３週間お休みいただきまして大変

申し訳ございませんでした。まだ八分ほどしか体

調は戻っていませんが本日から宜しくお願い致し

ます。私が休みの間星会長、高島副幹事には大変

お世話になり有難うございました。�

それでは幹事報告させていただきます。

弓野 博司 ＳＡＡ委員長

・来年５ロータリークラブの合同新年会が天地閣

で１月９日（金）に開催されます。午後５時受

付、午後５時３０分開式ですので多くの方の出

席をお願い致します。

・１月１３日（火）新年初めの例会に当会名誉会員

の樫村日立市長の卓話を予定しております。

・日立書道連盟より日立市小中学校書き初め展の

ポスター掲示のお願いが届いております。

・沖縄分区２５２０地区主催の日本ロータリ親睦

全国ゴルフ大会が琉球ゴルフ場で開催致しま

す。参加希望の方がございましたら幹事までご

連絡ください。

・訃報が届きました。１９９６～９７年度当RI第

２８２０地区ガバナーの佐藤二郎様が１２月７

日にご逝去されました。当会より弔電を送りた

いと存じます。

幹事報告 鹿志村高道 幹事



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 46,000円 累計額 623,000円

委員会報告

高島副幹事

先週の理事会で推薦が決まりました山縣敏史さん

の入会が正式に承認されました。

新世代奉仕委員会　須田委員長

先日開催された日立南ロータリークラブが支援し

ているミニバスケットボール大会の模様が茨城朝

日新聞１２月３日版に掲載されました。会長のモッ

トーとしております地域に密着した奉仕活動を今

後とも続けて行きたいと思いますので皆様宜しく

お願い致します。

米山委員会　樫村観委員長

宮本会員より米山奨学金１万円の寄付を頂きまし

た。

親睦委員会　川崎委員長

来週の忘年例会に沢山の出席をお願い致します。
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前期無事にすごす事が出来、会員皆様のご支援
御協力に感謝致します。
星　　勝治

今日から新たに幹事の職を全うしたいと思います。
鹿志村高道

先週は選出ありがとうございました。
大森　孝之

星年度半年、ご苦労様でした。
小山　高一　信太　克己

お久しぶりです。
千葉　省三

千葉ちゃん、お久しぶりです。
木本　貴一　岩崎　敬次　高島　章行
川崎　健輔　弓野　博司　樫村　　観
石川　國博

本日例会に来る前に、来年の手帳を買いました
さて来年はどんな年になることやら。
小林　英典

先日大洗ゴルフクラブで１０８回打ちました。
早々と除夜の鐘を打ちました。
須田　　晃

今年は今回で最後ですが、宜しくお願い致します。
武藤　真一　山本　忠安

子犬が広島から参りました。
宮本　尚彦

最後の孫娘の七五三が終わりました。
長山　行夫�
�
�

小澤　興

ニコニコＢＯＸ 代理　高島副幹事

本日、鹿志村高道幹事より１０００ドル、宮本尚彦

会員より１０４ドルのご寄付を頂きました。

ロータリー財団委員会　石川委員長

日立市の医療状況はお産に関して最悪です。
医師看護士が非常に少なく昨日東京まで人を
探しに行ってきましたが大学でも医師がどこ
にいるかわからない状況です。助けていただ
きたいくらいです。

出席報告 代理　小林委員長

会員数

35名 20名 15名 58.82％64.71％ 3名

出席 欠席 出席率 訂正 免除



鹿志村高道　幹事

　前期を省みて、最後の方に私体調を崩しまして３
週間お休みをいただきました。是非週報にはスリム
になった私の姿を載せてほしいと思います。毎週週
報を見ますと最初に撮ったやや太目の写真が使わ
れておりますので是非あごの辺りがスリムになっ
た今の写真を使って欲しいと思います。その辺を考
慮してスーツで参りました。実は７月から幹事の職
務があると思い６月頃からバナナダイエットを始
めたのですが本来の持病とは相克関係に在ったよ
うで肝臓と腎臓の値が悪化してしまいました。食事
は出来ない貧血にはなってしまうという状況で更
に脱水状況になって倒れてしまい、日製病院で緊急
に点滴を２本打ってもらうというようなこともあ
り３週間ばかりお休みをとってしまいました。ま
だ、貧血気味で完全ではありませんがシャープにな
ったあごの辺りを見ていただきたいなとそれだけ
で今日は何とか前期を振り返っての幹事報告をし
なければと出席した次第です。年内いっぱいは夜の
方は控えさせていただいて来週の夜間例会は出席
いたしますがそれ以外のお付き合いは一切ご遠慮
させて頂きたいと思います。来年になりましたら早
速５RC新年会がございますので多いにお付き合い
させていただきます。快気祝いは一人で粛々とやら
せていただきます。今年の７月から幹事として出発
した訳でございまして６月から動きもシャープに
と思いダイエットした事がこの様な惨めな結果と
なってしまいましたが最初RC歴２年にも満たない
私に幹事が勤まるか？とも思いましたが会員お一
人お一人のお陰をもちまして最初の大きな行事で
ありましたガバナー訪問、現況報告書等々書類を作
らせていただきましたが皆さまのご協力なくして
は中々出来なかったかなと思います。定款・細則を
2004年度版で作ってしまった為、急遽2007年度版の
手続要覧に則ったものに差し替えたり色々とあわ
ただしい事はありましたが廣瀬昭雄ガバナーから
はお褒めの言葉をいただき私としては大変嬉しく
思っております。二次会と称しまして白山さんの方
での懇親会では多くの方のご出席をいただきまし
て廣瀬ガバナーとの懇親を深めていただいた事は
幹事として非常に嬉しく思います。それも星会長と
いう少々の事には動じない会長がいたからこそ私
ものびのびとやれたのかなと思います。またふきの
とうの会の祭等についても、多くの方にご協力いた
だきまして最後の跡方付けまででき、400人近い方
が来られたなか障害者の支援を少しでもできた事、
私外で赤色灯を振って駐車場係りをしていながら
ですが多くの方の参加を大変嬉しく感じたわけで
ございます。またタイの留学生についてはこの間、
小澤院長にインフルエンザの注射をする際、英語で
ペラペラと本人了承を得て無事済ませていただき
大変感謝しております。最後になりますが３週間ほ
ど休ませていただいている間、星会長と高島副幹事
にはお世話になったことを感謝いたします。それと
共に前期幹事の職務を全うできたのも会員皆様の
ご協力の賜と感謝して（眼鏡も新調し）後半年間が
んばりますのでより一層のご協力をお願いし半期
を省みての挨拶とさせていただきます。

本日のプログラム：前期を省みて

星　勝治　会長

　半期振り返りですが、会社でもどこでも同じです

がいい部下を持つと会長というのは何もしなくて

もいいんだなとつくずく思います。適材適所にぴた

っと優秀な方がついておりますので全てがうまく

いっているようです。これも常日頃言っているよう

に皆さんが力を発揮していただいてそこに鹿志村

幹事は病気しながらも毎日のように電話いただき

まして、いま少しで行くからという事で打ち合わせ

しましたが、夜の例会だけはでるなよと注意いたし

ました。皆さん年齢的に何か一つは持病があるよう

で、皆さんのお話で血がさらさらという事が良く出

ますが、私も血がさらさらになるよう薬を飲むとこ

ろだったのですが小澤先生がおりましたので相談

したところ、血がどろどろになっているかどうか検

査したのですか？と言われ、成る程よく考えたら検

査もしたことがないんですね。それなのに薬を飲み

なさいと言われたのもどうかとよくよく考えたら

そこのお医者さんは血液検査や尿検査をしたこと

がない所で、年寄りの人が多いところでしたので血

液検査や尿検査をするとあそこはいやだといかな

くなる人が増える可能性があるので検査をしなく

なったようだという事を聞きましたので私はまだ

若いですから小澤先生に相談してきちんと一ヶ月

に一回診断してもらい身体のほうは元気にやって

おります。ちなみに血がさらさらになる薬は持田製

薬の専務が知り合いで何回かあっておりますが、く

だんの薬も作っておりまして聞いてみたところ、鯖

や秋刀魚から採っているそうでして「星さん鯖や秋

刀魚を食べていれば血はさらさらになるんだよ」と

言われました。本当に作っている人が言うんだから

嘘ではないと思います。薬を飲みすぎても弊害が起

こる場合もありますので、小澤先生に奉仕のこころ

でよく相談を受けていただいて素人のアドバイス

というのも怖いのでプロの専門家に相談していた

だければと思います。本当に女房役の鹿志村幹事、

各委員会委員長さんも適材適所に入っていただい

て充分に力を発揮していただいている事にあらた

めて感謝申し上げ会長の挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。


