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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

明けましておめでとうございます。

私も会長になり半年が経過いたしました。残り半

年を精一杯頑張ってまいりますので皆さんのご支

援ご協力を宜しくお願い致します。今のところ皆

さんにご協力頂き、お蔭様で実績が上がっていま

す。今後も奉仕の心を大切にし、身体を使って奉

仕することがとても大切だと思っておりますので

皆さんのご協力を宜しくお願い致します。�

本日の卓話ですが樫村市長都合により歴代会長の

卓話となりますので宜しくお願い致します。

・プログラムの変更がありまして、樫村市長の卓

話は２月３日に変更になりました。来週は山本

会員による日立商工会議所の会頭としての卓話

となります。

・星会長が２００９～２０１０年度 第２８２０地

区の国際奉仕・友好地区担当委員の推薦を依頼

され理事会で決定しましたので了承いただきた

いと思います。

・今年度の地区大会の日程が４月１１日・１２日

に土浦で開かれることが決まり、４月１２日

（日）全体会議が行なわれるので出席の程よろし

く御願いします。

以上です。

弓野 博司 ＳＡＡ委員長

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 25,000円 累計額 764,000円
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本年も宜しく御支援をお願い致します。
星　　勝治　鹿志村高道

明けましておめでとうございます。
小山　高一　小林　英典　樫村　　観
信太　克己　岩崎　敬次　白石　満義
弓野　博司　小澤　　興　白土仙三郎
山本　忠安　石川　國博　川崎　健輔
宮本　尚彦　

元旦の朝　初日の出を吉田正音楽記念館で
拝んできました。
須田　　晃

本年も宜しくお願い致します。
大森　孝之

今年が少しでも良い年でありますように
鈴木　幸一　木本　貴一　高島　章行
千葉　省三

宜しくお願い致します。
山縣　敏史

ニコニコＢＯＸ 白石委員長

出席報告 鈴木委員長

会員数

36名 22名 14名 62.86％68.57％ 3名

出席 欠席 出席率 訂正 免除

川崎親睦委員長１月の誕生・結婚祝

誕生祝 １日

６日

９日

１０日

１４日

１５日

２５日

２６日

宮 本 尚 彦 会員

荒 川 俊 男 会員

岩 﨑 敬 次 会員

小 山 高 一 会員

大神田正 浩 会員

星    勝 治 会員

大原 総一郎 会員

石 川 國 博 会員

一月は沢山の方のお誕生日がございます。
誠におめでとうございます。

乾杯　星会長

新会員

新会員挨拶　山縣敏史

星会長よりロータリーバッチの授与

皆さん、こんにちは。昨年より多くの行事に参加さ

せて頂き有難うございます。また、本日より皆様の

仲間にさせていただき有難うございます。今日の新

聞でバラクオバマが私と１歳か２歳しか違わない

ことに驚いております。若い若いという年代が世界

を動かす時代になって来たと改めて感じました。私

もそういった意味でいつまでも若い若いと言わず

に皆さんといっしょに頑張って行きたいと思いま

す。私はこの町に生まれこの町が好きです。多くの

人にこの街の良さを知っていただきこの街に関わ

る喜びを味わって行きたいと思いますので皆さん

宜しくお願い致します。



本日のプログラム：パスト会長卓話

白土　仙三郎　パスト会長

　皆さんあけましておめでとうございます。先程、

会長・幹事からお話があったとうり何度か打ち合わ

せをして市長に今日お話をいただく筈でしたがど

うしても出られないとの事。日にちの変更という事

で各パスト会長さんにはご迷惑をおかけいたしま

して、わたくしからもお詫びもうしあげます。先程

新入会員の山縣さんが立派な挨拶をして流石オバ

マに近い世代の方はどんな時でも立派な挨拶がで

きるんだなとあらためて若い人達に敬意を表した

いと思います。私も市議会に入って５期、年に数え

ますと１８年経過しております。市議会の中でもま

だ若い世代ですよと言っていたのがそろそろその

考え方をあらためてもう年寄りなんだと責任を持

った行動と発言をしなければと思いました。一週間

ほど前足を痛め整形外科で見てもらいましたが、あ

なたは６２歳ですけど６２歳の身体ではなく７０

以上の高齢者の骨ですと脅かされました。日頃の運

動不足や食事の不摂生が今急に来ているのかなと

大変心配になりました。そういう中で何月何日にＭ

ＲIで検査をしますと言われますと骨ばかりではな

く、他の病気も係わり合いがなければいいなと思う

わけですが人間不思議なもので病院に行くまでは

ああでもないこうでもないとぐずぐずしていたの

があと結果を待つだけの立場になると何でもいい

や矢でも鉄砲でももってこいという気分もあって

か精神的に心配事がやわらげられるようです。今年

こそは健康管理をきちっとして自分なりに社会参

加できる肉体づくりを心がけたいと思います。あり

がとうございました。

委員会報告

米山奨学会　樫村観委員長

米山奨学会より米山功労者の感謝状が鹿志村高道

会員に贈られました。

ロータリー財団　石川委員長

星会長よりポール・ハリス・フェロー1000ドルの寄

付がありました。

本日で今年度の目標を達成いたしました。

社会奉仕委員会　大森委員長

今月より当会の使用電力は100％CO2を排出しない

グリーンエネルギーとなりました。

指名委員会　須田委員長

次年度役員、理事が正式に決定いたしました。

出席報告　鈴木委員長

本日より会員数36名になりました。

雑誌広報委員会　小山委員長

ロータリーの友１月号で特に読んで頂きたい記事

はRI会長の挨拶と２頁（縦頁）の「生命について」で

す。皆さん是非読んでください。



石川　國博　パスト会長

　皆さんあけましておめでとうございます。わたく

しこの三連休（１月１１日・１２日・１３日）の真ん

中の１２日に次女が芝居をやっており中野の方で

１５０名位がはいる劇場があり公演があるとのこ

とでしたので家内と一緒に行ってきました。次女は

内気で演劇などだめだと思っていたのですが舞台

で大きな声を出して堂々と演じていたので圧倒さ

れてしまいました。こんなパワーがどこにあったの

かなと逆に勇気づけられたくらいでした。その帰り

に去年ハワイでご一緒した浅草ＲＣの渡辺さんの

「駒形どじょう」というお店に寄らせてもらいまし

た。ちゃきちゃきの江戸っ子であり６代目との事で

すがゴルフの際もマナーがきちっとした人で言う

事はきちっと言いますし気前がいいところがあり

さすがは江戸っ子だなあと思いました。お店は創業

２０８年との事で古い佇まいですが木造３階立て

の建物でそこに１５０人位のお客さんがおりまし

て並ばないと食べられないような盛況振りでした。

外に火鉢が置いてありそこで暖をとりながら待っ

て順番にお店に入る訳ですが店内は畳敷きでどじ

ょうを家内と一緒に食べてきました。勘定は二人で

６千円ほどでしたがどじょう専門店なのにあれだ

けお客さんが来るとは流石はロータリアンのお店

ですごく繁盛しておりました。はとバスの昼食など

も受けているようでまとまって２０数人くらいの

お客さんが入ってきたりとまさに浅草の上手な商

売人だなあと勉強させられました。

　先程ロータリーの友を見ておりましたら職業奉

仕委員会の審議と勧告という記事がありました。

（１月号横１６ページ目）基本的に職業奉仕を重視

する事。また職業分類を重視する事。職業奉仕を簡

潔にあらわしているものとして４つのテストを重

視する事と書いてあり全面的に見直すとあえて書

いてあるのは金融危機のなかで色々な産業が影響

を受けて色々な意味で状況が変わるなかこの４つ

のテストを中心とした職業奉仕の意識をロータリ

アンだけは絶対に失ってはいけないのだと言わん

としているのかなと思いました。皆様も非常に厳し

い状況の中戦っておりますが真実かどうか以下の

４つのテストの項目を色々と考えてゆく必要があ

るのではないのかと思いました。私が日本海側にい

た頃、ＩＭで職業奉仕の職業宣言八か条についてど

うゆう風にロータリーの皆さんは思ってますかと

いうアンケートをとり審議しまとめた事を憶えて

おります。一度例会でご紹介いたしましたが状況に

よってその時にも「言うは易し行うは難し」である

と宣言どうりにはいかないなと話題になりました

が４つのテストを中心とした思いこれだけは実行

に移してゆくという事が自分の家業の繁栄、あるい

は事業の発展に繋がってゆくのだという事を忘れ

ないで欲しいとあらためていま思います。もう一度

職業宣言（八か条）なるものを読みなおしてみる事

も必要ではないかとこれはパスト会長としての意

見として申し述べさせていただきます。

小山　高一　パスト会長


