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            7月 7日(火)12：00開会 
 
           小林 英典 ＳＡＡ委員長 

 
  煙山元会員の訃報を悼み 1分間の黙祷 
 

 
   7月の誕生祝  川崎 健輔 親睦委員長 

7月１5日 小林 英典 様 
7月 2１日 秋山 光伯 様 

               
 

会会長長のの時時間間          木本 貴一 会長 

 
 会長の

時間ですが

この例会の

ギクシャク

さがなんと

もいえない

新鮮な気持ちでございます。 
冒頭でございますが、当クラブの宝でございましたチ

ャーターメンバーの煙山大先輩がご逝去されたという

悲しいニュースが昨日飛び込んでまいりました。 
慎んでご冥福をお祈りしたいと思います。 
すでに今日の理事会にも出席いただきましたが、常

陽銀行多賀支店 武藤真一会員の後継であります、樫

村さんが着任されました。 
それ以外に 4 名の新入会員の推薦がございました。
長山選考分類委員長のほうへ書類を渡してありますの

で 1週間ほどお時間をいただいて皆さんにご紹介でき
るかと思います。 
先月 5名の退会が出ましたが、交代を含めて 5名の
新入会員となります。今後は欠員分を含め更なる増強 
したいと考えておりますので皆様にもお願いしたいと

考えております。 
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例 会 報 告 
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 ■会  長  木 本  貴  一   ■副会長  大  森  孝  之 

■幹  事  高  島   章  行   会報委員 山縣敏史   
会長幹事挨拶 ／ 会長幹事 

 

：委員会方針 ／ 担当理事 

あと会長と幹事の時間がありますのであらためて

させていただきます。 
間高島幹事ともども宜しくお願い致します。 

幹幹事事報報告告         高島 章行 幹事

 木本年度、会

長のパイプ役と

して皆様とお話

し合いをさせて

いただきながら、

一年間運営して

たいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。 
、第 1回理事会が開催されまして、１１名の参加
事行われました。 
初に理事会のほうのご報告をさせていただきます。 
度の会計報告として概算の会計報告が前年度鹿志

事よりありました。正式な会計監査の後皆様にご

いたします。 
入会員推薦ということで５名の方の推薦がありま

。長山委員長に回してありますので承認後正式に

させていただきます。 
本会長方針にもございます会員増強に力を入れる

褒賞を出すということで理事会のほうの決議をい

きました。会員の増強をしていただいた方にささ

ですが記念品を出して、増強の労を報いたいとい

旨で行いたいということです。 
大奉仕の各委員長から年度方針の説明があり、来

降発表させていただきますのでこちらのほうも宜

お願いします。 
スト会長会議、これは星年度のときにも出ました

本年度の次の予定の大森年度に地区のガバナー補

輩出しなくてはいけません、つきましてはパスト

会議を７月１４日６時から開きます。これは理事

決議いただきましたので、パスト会長の方には早

ァックスでお知らせいたします。 
イキキRC、これは国際奉仕にも関わる話ですが、
留学生の件がございまして、概略の説明と、進行



して良いかの理事会決議がありましたので、こちらは

全員一致で決議されました。 
先日今月のプログラムに関して送らせていただきま

したが、２１日のガバナー補佐の例会が翌週２８日に

なるというプログラム変更がございます。調整をして

いただいてはおりましたが、他 RCとの調整のなかで
変更いたします。宮本プログラム委員長と会長のご了

解を得まして、あらためてプログラム変更のご案内い

たします。 
江尻ガバナー補佐から日韓 RC会議が９月開催の予
定ですが現段階で出席者が少ないとのことで重ねて参

加要請が来ております。もし行かれる方がいれば事務

局もしくは幹事までご連絡願います。 
理事会承認で、財団の１万円に関しては会費納入と

一緒ということで了承いただきました。会費納入のお

知らせを事務局から送りますので宜しくお願いします。 
以上駆け足でご説明させていただきましたが、使命を

持って木本会長を支えていくつもりでございます一年

間宜しくお願い致します。 

委委員員会会報報告告    

☆雑誌広報委員会 小山 高一 委員長 
今日は会報を入れるファイルを配られました。本年

度も雑誌広報委員長となりました。今月号は先週配ら

れましたからもう読んでいられますよね。 
新しいテーマのデザインもいいですよね。赤と緑と紺

と青の手がギアのようにいつまでも回って、われわれ

の未来はわれわれの手の中にありますよという意味で

しょうね。この歯車がいつまでも回るように一つ一つ

がわれわれのクラブの位置づけだと思います。是非読

んでください。 
☆社会奉仕委員会 鹿志村 高道 委員長 
委員会のほうではご報告ありませんが、白石会員が

文化事業団広報誌におくりびとのことで載っておりま

すので読んでください。 

出出席席報報告告      小澤 興 委員長

会員数 出席 欠席 出席率 前回訂正 免除

31名 21名 10名 67.74%  1名

  
ニニココニニココＢＢＯＯＸＸ   白石 満義 委員長 

◎一年間よろしくおねがいいたします。 木本貴一 
◎会長とともに一年間頑張ります。宜しくお願いし
ます。  高島 章行  
◎木本会長・高島幹事、一年間宜しくお願いします。
頑張ってください。 

大森 孝之  石川 國博  弓野 博司  
長山 行夫  小林 英典  信太 克己 
小澤 興   須田 晃   岩崎 敬次 
川崎 健輔  小山 高一  宮本 尚彦 
星  勝治  白土 仙三郎 山縣 敏史 

◎会長幹事一年間宜しくお願いします。こんなに気
持ちの楽な理事会久しぶりです。 鹿志村 高道 

◎初参加です。宜しくお願いします。樫村 文雄  
◎煙山さんのご冥福を祈ります。   白石 満義  
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３０，０００円 累計額  ３０，０００円

  
本本日日ののププロロググララムム  「会長幹事挨拶」 

木本 会長 高島 幹事 
木本会長挨拶 
 09年 10年日立南ロータリー会長を務めさせていた
だきます木本です。高島幹事ともども宜しくお願い致

します。 
ジョン・ケニーRI会長はロータリーの未来はあなたの
手の中にというテーマを打ち出しました。その意味に

ついて私たち一人ひとりが過去を未来へとつなぐ鎖の

輪のような存在で大いなるロータリーという伝統の一

部を成しているとたとえることができます。抽象的な

表現かもしれませんが、具体的には｢ポリオの撲滅｣あ

げて｢ロータリーに対する内外の認識と公共イメージ

を高める｣｢職業奉仕｣をふれてますが、最後にクラブ地

区国際などで指導者が交代する際に引継ぎを効果的に

行うことがあげられています。別な言い方をしますと

これは問題提起と思います。会長就任に当たりまして

ロータリー入門書を読み返しました。その冒頭に｢あな

たはロータリアンですか、それとも只の会員ですか｣

というかつてのコンウェイ RI 会長の皮肉な問いかけ
が出ています。この言葉は真のロータリアンが増えて

ない、と考えたからといわれています。入門書による

と、会長が成すべきことに会長はクラブを代表すると

同時にクラブ運営管理に責任があります。したがって

その熱意、識見が反映されて年々クラブの面々が新た

になり、｢○○会長の年度｣としてクラブ史上に精彩を

放つような運営が望ましいものです。｢右へ倣え｣式の

やり方では年々会長の交代の意味もなく、また、激動

する社会の変化に応じた奉仕活動は出来ません。また、

クラブの主体性はあくまで堅持して安易に他のクラブ

との共同事業に便乗して責を軽くすることは許されま

せん。と書いてあります。私は全く同感であります。

会長エレクトとして卓話の時にも述べさせていただき

ましたが、活力も、魅力あるクラブ運営、それから皆

さんと共通の達成感のもてる事業の推進、情報の共有

化、誰もがクラブが今何を行っているのか、何を目指

しているのか、共通認識を持ち、なおかつ一緒に汗を

流して、達成感のもてる一年にしたいと考えておりま

す。 
ワイキキ RCのことに関しても、弓野年度に友好クラ
ブ締結をしていただいているわけですが、過去を見る

と自然にしぼんで友好関係が消滅という事例もいろい

ろなところで起きているようでございます。交換留学

生というプランを持ち上げましたのは、共通の事業を

持つことでその関係が継続的に維持できる。それから

新しい会員に継続的な事業を持つことで長く友好関係

を持つことができる。ロータリーの事業としてはすば



らしい事業の一端と考えられます。このような思いで

この一年進めていくつもりです。 
最後に煙山大先輩になりますが、ロータリアンとして

生涯を閉じていただきたかったなぁという思いでいっ

ぱいです。大切なチャーターメンバーが亡くなられたこと

は残念でございます。 
 
高島幹事挨拶 
一年間木本会長と皆様のパイプ役としてがんばってい

きたいと思っている高島です。宜しくお願いします。 
今年度のガバナー訪問が例年より早く８月の第１週に

あります。現況報告書等に関しても来週ぐらいまでに

は仕上げなくてはいけません。ばたばたとしてしまい

ますがこちらで取りまとめのほうをしていきたいと思

います。まだ資料の提出してない方は取り急ぎご協力

願います。１５日には仕上げたいと思っております。 
８月４日がガバナー公式訪問ですので後ほど通知いた

しますので全員で参加できますようお願い致します。

例年より早い開催であわただしいですが大きな行事で

すので予定をあわせて宜しくお願い致します。 
会長と幹事の二人では事業は進めてはいけません、ふ

つつかな高島ではありますが相談にのりながら速やか

なかつ円滑なプログラム運営に努めてまいりますので、

皆様のご協力、重ねて宜しくお願い致します。 
 
 
 

着着任任挨挨拶拶        樫村 文雄 会員 
 
 皆さんこん

にちは、樫村で

ございます。 
前任店が水海道

で２年前から水

海道 RCにて活
動しておりまし

た。午前からの

理事会にて、厳

正な人物審査の

結果、入会が認

められました。

大変ありがとうございました。 
ロータリークラブも各地でところどころパターンが違

うなぁと感じました。所変わればという印象でした。

私は日立は２度目の勤務になります。十数年前に日立

支店におりまして、それからあちこちを転々としまし

て、このたび日立の多賀支店に帰ってきたという次第

です。日立に来た感想として今までにないリラックス

した感があります。日立になじんでいる感じなんです。

このクラブ、会員の皆様にも一日でも早くなじんでい

きますよう努力して いきますので宜しくお願いしま

す。 
 


