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日中は気温

の高い日が

続いており

ますが、朝夕

は一時より

も随分と過

ごしやすい

気温になっ

たように感

じておりま

す。 先週の振り返りになりますが、先週の例会終

了後に日立南ロータリークラブ・パスト会長会議を

開催させて頂きました。 
御都合がつかず御欠席されたパスト会長様もいら

っしゃいましたが、事前に御意見をお聞きし、会議

には７名のパスト会長の皆様に御参加を頂き会議

が開催され、2012-2013年度のRI2820地区ガバナ

ーノミニー選出について御審議を頂きました。 
御報告を兼ねて申し上げますが、来年 50 周年を迎

えるクラブとして将来的にはガバナーを排出して

行けるクラブを目指して行きたいと言う事で、今回

はガバナーノミニーの選出は無と言う結論でパス

ト会長会議を結びとさせて頂きました。 

このパスト会長会議の結果を、10 日に天地閣で開

催された本年度3回目の分区会長幹事会に御報告を

させて頂き、結果、2012-2013年度は第 1分区から

ガバナーノミニー排出は無と言う結果となってお

ります。 
また、当日は当クラブ主催の IMについても議論が

なされ、弓野パスト会長にも御参加を頂き現時点で

の御報告を頂きました。その他、ガバナー公式訪問

を合同開催にしたいと言うガバナーエレクトから

の要請についても意見交換がされ、公式訪問を 30
回程度にしたいという方針を受け入れる方向で検

討する事となっております。 

今週は第 1区分親善ゴルフ大会が開催されます。急

遽、鳥帽子会も同時開催で行います。私のチャンピ

オンも今週限りで終わってしまいますが、当日は楽

しいゴルフが出来ます様に皆様にお願い致します。 

 
さて、本日の例会プログラムは新世代月間と言う事

で新世代奉仕委員会・鹿志村副会長であり委員長さ

んの担当となっており、毎年河原子海岸清掃でお世

話になっております、河原子小学校校長先生の西山

様に卓話をお願い致しております。 

会長の時間とさせて頂きます。 
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    

 
先週パスト会

長会議を開き

ました。 

金曜日には分

区会長幹事会

を開きました。 

詳細は会長の

ほうからあり

ましたので省

略させていただきます。 

9月28日に例会のあとに IMの定例会を開きたいと思

います。来週例会がありませんので今週、報告させて

いただきます。 

IM資料を後日、FAXさせていただきますので目を通

していただければと思います。 

締め切りが近いのですが、高萩 RC の 40 周年式典の

参加資料はお手元に届いているとは思いますが、来週

中には参加のほうお知らせしないといけないのでよろ

しくお願いします。 
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◎ 佐藤さん御久しぶりです。御顔が見れて嬉しい

です。卓話、よろしくお願いします。 
大森会長  

◎ 西山校長先生よろしくお願いします。 
   山縣幹事 ・鹿志村 高道・高島 章行 
   信太 克己・白土 仙三郎・池澤 健 
   木本 貴一・山本 忠安 ・川村 昌弘 
   石川 國博・長山 行夫 ・弓野 博司 
◎ 永らくごぶさたしました。よろしく。 

佐藤 勝美 
◎ 涼しくなって嬉しいです。 
   朝日 正道・鈴木 幸一・小山 高一 
   鎌田 栄 ・須田 晃 ・樫村 文雄 
   千葉 省三 
◎ 今秋、初栗を食べました。 

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３６，０００円 累計額 ３５９，０００円 

■■■■特集特集特集特集    

2010年8月27日の交通新聞に常陸多賀駅の清掃活

動が取り上げられました。 

 
お疲れ様でした。 
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■■■■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委員長委員長委員長委員長    

    
本日は新世

代奉仕のお

時間をいた

だきまして

ありがとう

ございます。 
昨年はです

ね、河原子小

学校のほう

に行きましてお話しをさせていただきました。 
その時にぜひ、西山校長先生に新世代奉仕の卓話を

お願いしようと決めて行きました。 
先週は校長先生の集まりがあると言うことでした

ので本日の日を3ヶ月前から押さえさせていただき

ました。 

日立南RCは河原子小学校の子供たちと合同で海岸

清掃したりとしております。 

校長先生には色々なお話をしていただけると思い

ますし、お手元に卓話の資料を用意させていただき

ましたのでお楽しみして下さい。 
それでは西山校長先生お願いします。 

■河原子小学校河原子小学校河原子小学校河原子小学校        西山校長先生西山校長先生西山校長先生西山校長先生 

 
こんにちは。

本日はお呼

びしていた

だきありが

とうござい

ます。河原子

小学校の西

山と申しま

す。 
本日はこんな立派な会合、立派な会場、そしておい

しいお食事とお招きしていただきありがとうござ

います。 
日頃より南RCの皆様にはお世話になっております。 
RC と聞きますと地域のリーダーとして地域の貢献

や青少年の育成など地域のリーダーとしてご活躍

されているイメージが強いものですから、皆様の前

でお話をすると言うことですごく緊張しています。 

南RCの皆様とは本校の6月の行事でもあります海

岸清掃と砂の造詣、地域の資源を生かした行事に参

加していただいたりお話をしていただいたりと多

くの皆様にご協力をしていただいています。 
去年の 7月 26日、海の日にちなんで国土交通大臣

賞をいただきました。大臣から直接、私が代表とし

て受け取ってきました。 
南RCの皆様も長年協力していただき何％かは入っ

ていますので是非、本校にお越しいただいた時にご

覧いただきたいと思います。 
今年は校長先生集会があり海岸清掃には参加でき

なく申し訳ありませんでした。 

兄弟クラスで砂の造詣を作成して、海の造詣が多い

のですが交流を図っています。 
今と昔では子供たちの変化が見られると感じてい

ます。体では食物アレルギー、アトピーなどになる

子供たちが多いように思われます。お米しか食べれ

ない子供もいます。生活面では規律が大事だと感じ

ます。あと、不登校児童の問題が日立でも問題にな

っております。特別支援学級も増えています。 
日立市でも生活指導員の配慮をしたりと子供に対

しての対応も昔と違ってきていますね。 
日本の社会問題も子供に影響していると思います。 
地域との接触もありませんし、交流もなくなってき

ている時代です。 
学校と地域と家庭が一緒になって子供たちのこと

を支えられたらと思います。 
ありがとうございました。 

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    



 


