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      山縣山縣山縣山縣    敏史敏史敏史敏史    幹事幹事幹事幹事    

        

会会会会会会会会長長長長長長長長のののののののの時時時時時時時時間間間間間間間間          大森 孝之 会長 

    

 

会長の時間でございます。 

日曜日に投票が行われた参議院議員選挙では、与党の

政権を問う国民の意見が結果に記されたのだろうと感

じています。昨年の９月、政権交代をえて、約１０カ

月で首相交代、そして今回の選挙。連立を組んだ政党

の議席も減ってしまい、３年前と同じように「ねじれ

国会」を生み出してしまいました。ねじれ国会が続く

と景気後退が進むと言われておりますので、早急に健

全国会に戻して頂きたいと思うのは私だけではないと

思っています。 

鹿志村会員が監督を務められた小学校の球技大会ソフ

トボールチームが見事優勝をされました。大会当日は

所要の為に最後までご覧になれなかった鹿志村会員で

したが、暑い日が続く中での連日の練習風景を見てい

て「鹿志村さんの指導は素晴らしい」と感じていまし

た。 

ソフトボールは９人・ドッジボールは１２人の学年の

違う子どもたちが、お互いに力を合わせて仲間を思い

やり心を一つにして最後までプレー出来たチームが最

終的に優勝に輝いたのだと感じています。 

そんな子どもたちを見ていて、あらためて自分の心が

洗われる思いです。 

 

 

幹幹幹幹幹幹幹幹事事事事事事事事報報報報報報報報告告告告告告告告                      山縣山縣山縣山縣    敏史敏史敏史敏史    幹事幹事幹事幹事 

 

先週２名の会員申込みがありました。 

長山委員長お願いします。 

日立港納涼花火大会のご案内をＦＡＸさせていただき

ますので参加される方は申し込みお願いします。 

河原子清掃をしていると言うことで、ご案内させてい

ただきます。 

今週の土曜日からサンドアートフェスティバルと言う

イベントを開催しています。 

砂で造った像などが展示されいるイベントですので興

味がある方は一度行かれてはどうでしょうか。 

 

これで幹事報告とさせていただきます。 

 

  委委委委委委委委員員員員員員員員会会会会会会会会報報報報報報報報告告告告告告告告        

☆☆選選考考･･分分類類委委員員会会    長山 行夫委員長 

先週２名の会員推薦がありましたので報告させていた

だきます。 

菊池さん、鉄鋼加工販売を行っています。金属原料販

売に該当致します。 

遠藤さん、インテリアハウジングを営んでいます。土

木建築に該当致します。 

以上、２名の推薦をしたいと思っています。 
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出出出出出出出出席席席席席席席席報報報報報報報報告告告告告告告告                            小澤小澤小澤小澤    興興興興    委員長委員長委員長委員長 

会員数 出席 欠席 出席率 MakeUp 修正 免除 

34名 23名 11名 67.667.667.667.6%%%%    名    73.573.573.573.5%%%%    1名 

ニニニニニニニニココココココココニニニニニニニニココココココココＢＢＢＢＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯＸＸＸＸＸＸＸＸ            川崎川崎川崎川崎    健輔健輔健輔健輔    委員長委員長委員長委員長    

    
◎ 鹿志村監督優勝おめでとうございます。                 

大森会長・山縣幹事・木本 貴一 
◎ 早く梅雨があければいいですね。 

朝日 正道・白石 満義 ・千葉 省三 
石川 國博・弓野 博司 ・高島 章行 
塙 憲男 ・川崎 健輔 ・池澤 健 

◎ ソフトボール大会で１４年目で初優勝しました。 
鹿志村 高道 

◎ ゴルフ楽しかったです。 
   川村 昌弘 
◎ 新年度今日から実施スタートよろしく。 
   小山 高一・樫村 文雄・星 勝治 

須田 晃 ・鈴木 幸一・長山 行夫 
小澤 興 

◎ 米山セミナーで勉強して来ました。 
信太 克己 

◎ 昨夕、日暮のねを聞きました。 
宮本 尚彦 

 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３７，０００円 累計額 ８５，０００円 
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        「「「「今年度委員会方針発表今年度委員会方針発表今年度委員会方針発表今年度委員会方針発表」」」」    
国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会国際奉仕委員会        高島高島高島高島    章行章行章行章行    委員長委員長委員長委員長    

副委員長は川崎さんが担当致します。 

今年１年間よろしくお願いします。 

本年度の事業としましては去年と同様にマッチンググラ

ンドを活用しての 3350地区 45学校への図書の寄付を当

クラブがスポンサーとなりまして 6 月までにワイキキの

クラブと協力して申請させていただいています。 

姉妹クラブワイキキＲＣとの交換留学の実施についても

行っていきたいと思っています。今月中にまとめてご連

絡できると思います。 

 

職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会        宮本宮本宮本宮本    尚彦尚彦尚彦尚彦    委員長委員長委員長委員長    

職業奉仕につきまして職業倫理の向

上について提示されました。地区を上げて取り組みたい

と思います。 

現在世の中を見てみると日本が右肩上がりで成長してい

た頃は個々が努力すればなんとかなる時代でしたが現在

ではアジアに拠点を移していく中でヒシヒシと痛感させ

られる部分がある方もいらっしゃると思います。 

優良従業員の表彰や職業訪問を予定しています。 

来年２月に行いたいと思いますので推薦などしていただ

ければ有難いと思います。 

今年１年よろしくお願いします。 

 
社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会        鈴木鈴木鈴木鈴木    幸一幸一幸一幸一    委員長委員長委員長委員長    

鹿志村さん、弓野さんと３名で相談の

上、頑張って１年間やっていきたいと思います。 

本年度の事業としましては、 

・地域のみなさんと河原子海岸の清掃、多賀駅前、周辺

の清掃。 

・ＮＰＯ日立ふきのとうの会の協力と支援 

・日立ボランティアの支援 

・ホタルの里支援を相談しながら準備していきたいと思

います。 

８月には近隣清掃がありますので決まり次第報告させて

いただきます。 

 

新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会    鹿志村鹿志村鹿志村鹿志村    高道高道高道高道    委員長委員長委員長委員長    

小室さん、朝日さんと３名で１年間頑

張っていきたいと思います。 

大森会長が大久保育成会の会長時に始めて行った球技大

会で 14 年目で初めて学区内で優勝させていただきまし

た。子供たちの一生懸命な姿やしっかりとした口調で話

をする子供たちを見て嬉しく感じました。 

今年度も昨年同様色々な支援を進めてまいります。 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会    弓野弓野弓野弓野    博司博司博司博司    委員長委員長委員長委員長    

ロータリー財団の指名は健康状態を改善し

教育への支援を高め貧困を救済することを通じて世界親善、平

和を達成することです。当財団は非営利財団でロータリーアン

を初めよりよい世界を築いていこうとするビジョンを共有する

人々たちに支えられています。 

本年度も、地区の目標として財団寄付１人 100＄達成、ポリオ

撲滅基金１人 50＄達成、ベネファクターの達成 1000＄を行っ

ていきたいと思います。 

11月をめどに集めていきたいと思っています。 

ぜひご協力お願いします。 

 

会長会長会長会長のののの点鐘点鐘点鐘点鐘にてにてにてにて終了終了終了終了


