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8月の末日を

迎えて今年

度 9 回目の

例会となっ

ております

が、相変わら

ずの猛暑続

きであり、も

ういい加減

涼しくなっ

て欲しいと思っている方も多いのではないかと思

います。そのような猛暑の日本ですが、違う意味で

政治に熱くなってほしいと思える事がこのところ

起きているようです。代表選が行われるか否かにつ

いて本日、前首相の鳩山さんと興石東さんを交えて

の「談合」？で最終決定されるのでしょうけれども、

就任約 3ヶ月での代表選・幹事長職を辞したばかり

の議員の出馬と国民は政治に振り回されていると

考えざるえません。 
そう言えば先日１通の封書が自宅に届きまして、元

衆議院議員の方からでしたが、内容は次回の選挙に

は出ないと言う内容でした。ロータリーは特定の政

党や議員を支持するような事は致しませんが、一国

民として早く日本の政治を安定した内容で運営し

て頂きたいと思いました。 
話は変わります

が、先日の日曜日

に RI第 2820地

区第 1 回会長幹

事会が土浦のホ

テルマロウド筑

波で開催されま

して、私と山縣幹

事、信太ガバナー

補佐の 3人で参加してまいりました。 

その会長幹事会の中で、当日立南RCが会員拡大の

RI 会長から表彰を頂いて参りましたのでここに御

報告申し上げさせて頂き、前会長の木本さんにお渡

ししたいと思います。 

ありがとうございました。 
さて、本日の例会プログラムは職業奉仕委員会宮本委

員長さんの卓話となっております。 

宮本パスト会長にどうぞ宜しくお願い致しますと申し

上げて会長の時間とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

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 

 

こんにちは。 

先ほど、会長

もお話された

と思いますが

会長幹事会に

出席して参り

ました。 

内容は先ほど

会長が話して

いたと思いますので省略させていただきます。 

プログラムですが、来週、新生代の卓話になっており

ますが外部卓話を依頼しておりまして１週ずらさせて

いただきます。来週は出席委員会になりますのでよろ

しくお願いします。 

来週の例会の後にパスト会長会議を開かせていただき

ます。改めて案内のほうもさせていただきますので御

参加よろしくお願いします。 

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        

☆雑誌・広報委員会 小山 高一委員長 

本日、「ロータリーの友」をお配り致しました。 
明日から 9月と言うことで 1日早いですが、拝見し

ていただければと思いますのでよろしくお願いし

ます。
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☆鳥帽子会 木本会長 

大森年度第1回鳥帽子会ゴルフ大会を日立ゴルフグ

ラブで開催致します。 
本日で締め切らせていただきますので皆様、よろし

くお願いします。 
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会員数 出席 欠席 出席率 MakeUp 修正 免除 

36名 21名 15名 58.358.358.358.3%%%%    5名    72.272.272.272.2%%%%    1名 
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◎ 第 1回地区会長幹事に参加して来ました。 

本日は宮本委員長さん宜しくお願いします。 
大森会長・山縣幹事 ・遠藤 陽夫 

◎ 宮本さん卓話よろしくお願いします。 
須田 晃 ・星 勝治 ・木本 貴一 
高島 章行・小澤 興 ・池澤 健 
塙 憲男 ・川崎 健輔 

◎ 暑い！とにかく暑い！早く涼しくなれ！ 
とにかく雨が欲しい！ 

   朝日 正道・岩崎 敬次・白石 満義 
   信太 克己・石川 國博・樫村 文雄 
◎ 職業奉仕論理の卓話をさせていただきます。 
   宮本 尚彦 
◎ 都市対抗野球、日立の応援に行きました。 

初戦飾れず残念です。 
   小山 高一・山本 忠安・川村 昌弘 
 

 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３４，０００円 累計額 ２９３，０００円 
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ロータリーの職業奉仕はロータリー発足の理念の

根冠を成すもので所、取引の利己的欲求と取引相手

への奉仕の感情、この二つ相互する心の葛藤の調和

に有り仕事を通じての社会奉仕でも有ります。 
その内容は職業に関する声明又 1989年規定審議会

で採択された8項目から成るロータリーアンの職業

宣言により細目に至る事業及び専門職務上の理念

に対する高度な道徳的水準を推進すべくロータリ

ーアン各自が努力している所です。  

しかし、昨今の世界経済の勢力の変貌は後発アジア

各国の追い上げに苦労してる所です。国内に於いて

は資本主義・経済の極に達しデフレ、為替の円高、

株式暴落、預金金利低迷、外要因には先端技術及び

エコ機材に必要なレアーメタル、レアーアース等が

市場で高騰し又出荷規制等、経済的戦略物資の要相

を呈している。 

今、世界は温暖化防止の旗印の下に再生可能なクリ

ーンエネルギーの開発にしのぎを削っているバイ

オマス燃料、水素から電気、LNGハイブリットカー、

太陽光、風力、地熱発電、電気自動車等々低炭素化、

CO2削減の為である。 

係る問題解決に欠かせないのが先の希少金属、希少

土である。その価格が需要と供給に依る市場原理変

動相場であっては初期の目的の達成の妨げに成る

事は必至であり資源を持つ国と持たざる国の格差

は歴然と明らかです。現在の産油国を見れば想像の

範中に在ろうかと思います。 

一昔 1960 年代迄石油メジャーに関わり独占採取で

１バーレン2ドルであったがその後資源ナショナリ

ズムの台頭により採取株を各国に返即したと同時

に原油価格はそれまでの10倍の20ドルに上昇しそ

の後も1973年のオイルショックを経って現在80ド

ル前後で推移している。その後も原油価格は定期契

約価格スポット価格及び先物取引価格に連動等、産

油国の意のものに操作可能なシステムに確立され

ていた。 

この様に資源の有無に依る富の編差は世界経済の

発展及び文化生活地球環境保全には大きな阻害要

因になる。ここで改めて資源ナショナリズムを解釈

してみよう。ロータリーの四つのテストを思い浮か

べて下さい。そう分かりましたね。自国の富を占有、

独占価格操作は人道的倫理に反する行為です。 

この地球に生存し同一運命体であるならば共に環

境を豊かに守り文化的生活水準の高揚の為に尽か

し資源は世界共通の宝であると認識し公平に分配

し皆のために成る様な活用をする事が涵養であろ

う。これらの経済ルールの改革にはロータリーの理

念が一番近い。今後ロータリークラブでの活発な討

議がされる事を切望すると共に資本主義の経済の

行き過ぎた負の部分の解決も合わせて重要だろう。 

日本ロータリーで十分討議して実態経済に反映出

来ることを望む所です。 
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