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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。 

酷暑の中、例会御出席ありがとうございます。 

テレビの報道で昨日の日曜日は水戸で４１度を記録し

たと聞きました。例会も、ノーネクタイ・クールビズ

で進めて行きたいと思いますがいかがでしょうか？ 

御許しを頂けましたら、さっそく本日より実施したい

と思います。 

日立港 RCさんから御誘いを頂いた例会が「日立港祭

り」に合わせて開催され、当クラブより私と木本前会

長・信太分区代理・鹿志村副会長・白土パスト会長・

高島委員長・川村会員と御家族・合計９名で参加しま

した。 

川村会員の御家族も花火を楽しみに御参加頂きました

が、このところの夕立？と言うには激しすぎる雷です

が、花火も雷のせいで予定されていた半分程度で中止

となってしまいました。会場には多くの浴衣を着た女

性がおりましたが、雨に濡れて大変だったと思います。 

毎年感じる事ですが、日立港 RCの会員の皆様のおも

てなしの心には感心させられるものがありました。 

また、22日の木曜日には大久保コミュニティー主催の

小学生を対象にした「夏休み思い出作り」が開催され

私もスタッフとして参加してきました。毎年開催され

るものですが、今年は本山の「あかさわ山荘」から歩

いて本山キャンプ場へ行き、飯盒炊飯・クラフト作り

等を行ってきました。この暑さの中で飯盒炊飯は厳し

いものがありますね。まさに命がけの作業でした。 

しかし、子供たちは元気なもので、汗をびっしょりか

きながらも走り回って虫取りやらを楽しんでいました。 

 

７月の例会も本日が最後となり、次週は８月第１例会

となります。夜間例会として「炉辺会合」をパスト会

長であり R12820 地区ガバナー補佐でもある信太会員

に講師をお願いして開催することになっています。 

多くの会員の皆様に御参加を頂き本年度第１回目の炉

辺会合を開催したいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

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 

池澤氏から先週メールをいただきまして茨城県アマチ

ュアゴルフ大会があり欠席とのことで会報のほうを配

ってほしいとのことでしたが、自宅に忘れてしまいま

した。大変申し訳ありませんでした。 

来週は夜間例会があります。詳細のほうが決まりまし

たので本日中にでも会報を配りたいと思っています。 

夜間例会なので出席のほうも早めに知りたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

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        

☆☆国国際際奉奉仕仕委委員員会会    高島 章行委員長 

10月 21日出発 

ワイキキロータリークラブ主催の「ワイキキ共同フェ

スタ」の参加申込み書を御配りしています。 

旅行手配は 8月 5日ぐらいまでに〆させていただきた

いと思います。割安な手配ができなくなってしまうの

でお願いします。都合が悪くなりキャンセルも可能な

ので参加希望の方には FAX でご連絡いただければと

思います。 

 

☆☆社社会会奉奉仕仕委委員員会会    鈴木 幸一委員長 

7月 24日(土)、社会奉仕研究会に出席してきました。 

当クラブの社会奉仕活動を発表してきました。 

8 月 17 日に多賀駅前清掃になっていますので暑い中

よろしくお願いします。 
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☆ロータリー財団委員会 弓野 博司委員長 

ロータリー財団の研究会が 7月 25日にありました

ので行ってきました。 
今年の寄付についての相談や勉強をしてきました。 
南ロータリーで推薦した小学生が落ちたとのご連

絡がないので、連絡をいただけるようにしてとの報

告をさせていただきました。 

 

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 22名 11名 66666666.6.6.6.6%%%%    11名    100100100100%%%%    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            山縣幹事山縣幹事山縣幹事山縣幹事    

    
◎ 7月最終例会よろしくお願いします。 

大森会長  
◎ 誕生日の花束有難うございます。 

鎌田 栄 
◎ ホタルの幼虫が生まれました。 

山縣幹事 
◎ 暑いです。暑中お見舞い申し上げます。 
   千葉 省三・山本 忠安・樫村 文雄 
   朝日 正道・高島 章行・石川 國博 
   鈴木 幸一・小山 高一・木本 貴一 
   星 勝治 
◎ 今日も宜しくお願いします。 
   塙 憲男 ・岩崎 敬次・鹿志村 高道 
   信太 克己・弓野 博司・小澤 興 
◎ 日立港 RCの例会に 3回続けてメイキャップさ

せて頂きました。 
   白土 仙三朗 
◎ 土用干の梅干をつまんできました。 
   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２４，０００円 累計額 １３４，０００円 
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■■■■委員会方針委員会方針委員会方針委員会方針    

プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会        星星星星    勝治委員長勝治委員長勝治委員長勝治委員長    

プログラム委員の星です。 

今年度は夜間例会を少し多目に取り入れました。 
昼間に来れない方が居るので夜じゃないと参加で

きないとの声がありましたので、多く取り入れまし

た。 
親睦をはかり出席率を上げてニコニコになると言

う考えです。 

 

クラブクラブクラブクラブ会報会報会報会報                山縣幹事山縣幹事山縣幹事山縣幹事・・・・副副副副委員長委員長委員長委員長    

クラブ会報副委員長の山縣です。 
去年１年間委員長をやらせてもらいましたが昨年

失敗したことや至らなかったこと、さらに向上する

ために池澤委員長と打ち合わせをしています。 

始めてと言うことで遅れていますが毎週会報をお

配りできるよう努力致します。 

 

会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会        白土白土白土白土    仙三郎仙三郎仙三郎仙三郎    委員長委員長委員長委員長    

わが会員増強は山本さんと２人ではございますが

先日、日立港ロータリーのほうへ出席してきました。

会員増強とは「全員で会員増強をすること」になる

ほどなぁと思いました。 
昨年度は木本前会長のもと会員増強ができ優秀ク

ラブということで賞をいただいております。 
大森会長以下全員が会員増強だと思っております

ので皆様のご協力をいただいて１年間宜しくお願

いします。 
第１回として 8月 10日の例会に永年会議所の会頭

として頑張ってきた山本会員に卓話として十二分

に会員増強のお話をしていただく予定をしており

ますので多くの出席をお願い致します。 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー情報伝達委員会情報伝達委員会情報伝達委員会情報伝達委員会    信太信太信太信太    克己克己克己克己    

副副副副委員長委員長委員長委員長    

全てがインターネットに変わってきています。 

例会の始まりに「奉仕の理想」「四つのテスト」を

唄いましたが、Wページを見ますと作詞はアメリカ

です。翻訳したのが東京ロータリークラブの和田氏

と言う毎日新聞の社長でした。 
曲を付けたのが古賀氏です。弟子の藤山氏が作曲し

ました。 

作詞、作曲した方を想い浮かべながら聞いていただ

けたらと思います。 
 

会計監査委員会会計監査委員会会計監査委員会会計監査委員会    樫村樫村樫村樫村    文雄文雄文雄文雄    委員長委員長委員長委員長    

会計監査担当の木本年度でございますが、通帳、現

金すべて拝見させていただきました。適正に支出さ

れていることを確認致しました。 
会計監査は一般会計とニコニコ BOXの特別会計に

分かれています。ニコニコBOXにつきましては 50
周年の記念事業ということで 40 万円を引き上げて

おります。 

大森年度につきましても、適正に支出されると思い

ますが監査させていただきます。 

 

会場監督委員会会場監督委員会会場監督委員会会場監督委員会    朝日朝日朝日朝日    正道正道正道正道    委員長委員長委員長委員長    

何分、始めての経験でわかりませんがご指導、ご鞭

撻のほどよろしくお願いします。 
 

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


