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88月月ははいいまませせんん。。  
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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          大森大森大森大森    孝之孝之孝之孝之    会長会長会長会長 

今月は会員増強・拡大月間になっております。 

南ロータリークラブでは新規会員 2名の入会がありま

した。 

今日、夜間例会に参加していただいたワイキキ RCよ

り IKKO 様お越しいただきました。「日立港祭り花火

大会」の時にお世話になりました、日立港ロータリー

クラブ４名の皆様を御もてなしさせていただきます。 

10 月のインターナショナルフードフェスタにぜひ御

参加していただければ楽しいワイキキを満喫できると

思います。ゴルフを含めてワイキキ RCとの交流を含

めまして楽しんでいただきたいと思います。 

この時期の夜間例会は家族同伴の納涼夜間例会になっ

ておりますが本年度は信太パスト会長分区代理と位置

づけし、開催しております。 

信太パスト会長分区代理よりなかなか聞けないお話や

他クラブのお話などを助言していただくことになって

おります。 

パスト会長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 

今日は第 2回の理事会が開かれました。 

第 46 回日立市美術展覧会の協賛の依頼がきており 9

月18日から26日までマーブルホールで開催されます。 

例年通り、社団法人に１万円の寄付をさせていただき

ます。第 29 回日立南ロータリークラブ各ミニバスケ

ットボール大会の助成金として新世代より 7万円の協

賛が決まりました。今後、活動事業に対して中長期プ

ランの位置づけとして検討していくことが理事会の中

で取り上げあれました。8月 17日に朝例会があります

が、1時間ほど朝7時より多賀駅前清掃を行いその後、

朝例会として開催致します。今年 20 周年を迎えます

国際交流ボランティアネットワーク桜があります。県

北の 7クラブで 2万円の寄付をしていくことが決まり

ました。9月 25日に 2010年市民生活安全フェスティ

バルが新都市広場にて社会奉仕より１万の協賛をして

います。 
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日立南ロータリークラブのホームページ更新とし

て 5万円の請求書が届いております。 

9月 16日第 1分区のゴルフ大会が開催される予定

です。 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告        

☆ロータリー財団委員会 弓野 博司委員長 

財団寄付受付の出納帳を作りましたのでご協力よ

ろしくお願いします。 

 

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 

36名 22名 14名 61.161.161.161.1%%%%    2名    66.666.666.666.6%%%%    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    

    
◎ 日立港RCからのメイクアップです。 

よろしくお願いします。 
鈴木様・岩田様・大西様・鋤柄様 

◎ インターナショナルフードフェスティバルは
10月 22日～24日です。沢山ご参加下さい。 
IKKO様 

◎ ガバナー補佐の卓話致します。 
   信太 克己 
◎ 信太ガバナー補佐よろしく。 
   須田 晃 ・塙 憲男 ・菊池 一友 
   小澤 興 ・鈴木 幸一・弓野 博司 
  鹿志村 高道・朝日 正道 
◎ 連日の猛暑から早く解放されたい。 
   小山 高一・石川 國博・千葉 省三 
◎ 携帯を水没させてしまいデーターがパーです。 
   白石 満義 
◎ 上高地に家族と行って来ました。 
   川崎 健輔 
◎ 新入会員の皆様、ワイキキのIKKOさん日立港の

皆様ようこそ 
   高島 幸行・木本 貴一・大森会長 
   山縣幹事 ・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 １７１，０００円 
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■■■■ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐            信太信太信太信太ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐    

私は会員の皆さんからの推薦があり 2010～2011年
度ガバナー補佐を担当することになりました。その

間、各委員会ガバナー補佐会議、地区協議会、これ

らのものを１度の欠席もなく参加して参りました。

7月から山崎ガバナーのスタートを開始致しました。 
第１分区は皆様もご存知の通り7クラブございまし

て 7年に 1回、ガバナー補佐を引き受けなければい

けません。ちょうど日立南ロータリークラブが 7年

の時期になりましたので今年担当しております。 
ガバナー補佐の任務として、他クラブを訪問し、話

をしながら報告を詳細に提示して下さいと厳しく

通達がありました。 

私も勉強しながら１年間頑張っていきたいと思い

ますのでご協力のほどよろしくお願いします。 
時間もありませんので3名の方にお話をいただいて

私のお時間とさせていただきます。 

 
幹事幹事幹事幹事        木本木本木本木本    貴一貴一貴一貴一直前会長直前会長直前会長直前会長        弓野弓野弓野弓野    博司実行委員長博司実行委員長博司実行委員長博司実行委員長    

１年間よろしくお願いします。   皆様のご協力を得て IM

を成功させたいと思い

ますのでよろしくお願

いします。 

    

池澤池澤池澤池澤    健健健健    セクレタリーセクレタリーセクレタリーセクレタリー    

ガバナー補佐の右腕となって 1 年

間勤めたいと思いますのでよろし

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    

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会        千葉千葉千葉千葉    省三委員長省三委員長省三委員長省三委員長    

只今より今年親睦をや

らせていただきます千

葉です。今日は親睦を深

めて下さい。 

 

 

最後最後最後最後にににに全員全員全員全員でででで輪輪輪輪になりになりになりになり「「「「手手手手にににに手手手手つないでつないでつないでつないで」」」」斉唱斉唱斉唱斉唱    

    

終終終終わりのわりのわりのわりの挨拶挨拶挨拶挨拶                須田会員須田会員須田会員須田会員    
突然の指名でビックリしてい

ますがそれより千葉会員がゴ

ルフ以外にも親睦委員長に適

しているのに驚きました。 
以上 


