
週報No. 2 平成21年 7月 21日 (火) 本日のプログラム：クラブフォーラム ／ 各委員会 

次回予告 平成 21年 7月 28日（火）プログラム： ガバナー補佐事前訪問 

7 月 14 日(火)12：00 開会 

小林 英典 ＳＡＡ委員長 

会 会長 長の の時 時間 間 木本 貴一 会長 

２回目の会長の時間に 

なります。９日にチャ 

ーターメンバーでもあ 

る煙山勲氏のお悔やみ 

がありました。多数の 

会員のご参列を賜りあ 

りがとうございました。 

年度が替わりますと行事がめまぐるしく入ってま 

いります。本日午後６時にパスト会長会議を開催し 

ます。大森年度に当クラブよりガバナー補佐及びセ 

クレタリーを選出することになっておりますので 

会長経験者の方、宜しくお願い致します。 

国際奉仕から案内がありました、地雷除去のことの 

講演があります(詳しくは大森委員長よりの報告及 

び案内)当クラブでもお呼びしたいと思ってました 

方で、RC の活動を超えたスケールの大きな活動を 

１０年以上も行っており、貴重なお話が聞けると思 

います。 

このあとは各委員長のプログラム発表が予定され 

ております。このあと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 

日立港 RC から日立港納 

涼花火鑑賞会のご案内が 

届いております。 

７月２６日(日)18：30～ 

ウェルサンピア日立にて 

先週新入会員の推薦があ 

りまして長山委員長に職 

業分類を確定させていただきました。回覧いたします 

ので皆様のご確認願います。異議がなければ次週正式 

に承認し、正会員としてご紹介いたします。 

第２回理事会を７月２８日にプログラム変更いたしま 

す。(８月４日(火)がガバナー公式訪問のため) 
今晩パスト会長会議が開催されます。私も参加し勉強 

させていただきます。宜しくお願い致します。 

委 委員 員会 会報 報告 告 

☆国際奉仕委員会 大森 孝之 委員長 

講演会のご案内です。 

７月２５日(土)｢国際平和を考える講演会｣主催日立市 

国際交流協議会、講師雨宮清氏(山梨日立建機(株)) 
姉妹 RC のワイキキ RC 国際フードフェスタ(10月 10 
～16日の日程予定)参加お伺い書を送ります。 

☆親睦活動委員会 川﨑健輔 委員長 

前回綾小路きみまろ氏の公演の日程を間違ってお伝え 

しました。正しくは９月２６日になります。終わりま 

してから日立で夕食会を開く予定です。 

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 93.33% 1 名 

ニ ニコ コニ ニコ コＢ ＢＯ ＯＸ Ｘ 白石 満義 委員長 
◎理事役員の方プログラムよろしく。 

木本 貴一 高島 章行 
◎高校野球の季節暑くなります。 

大森 孝之 石川 國博 弓野 博司 
佐藤 勝美 小林 英典 信太 克己 
小澤 興 鹿志村 高道 岩崎 敬次 
川﨑 健輔 千葉 省三 宮本 尚彦 
星 勝治 樫村 文雄 山縣 敏史 
白石 満義 

◎高校野球、都市対抗、選挙暑い夏になります。 
小山 高一 山本 忠安 

◎梅雨が明けました。 長山 行夫 
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２７，０００円 累計額 ５７，０００円 
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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 大森孝之 大神田正浩 

例 会 報 告 

R R RO O OT T TA A AR R RY Y Y C C CL L LU U UB B B



本 本日 日の のプ プロ ログ グラ ラム ム 
｢今年度委員会方針発表｣ 

職業奉仕委員会 弓野 博司 委員長 
長年にわたって宮本会員 

が委員長をやってこられ 

ました。それを踏襲して一 

年間やりたいと思います。 

私は思うのです、｢奉仕｣と 

いうのは自分が決めるこ 

とではないと。 

奉仕をしているかどうかというのは他人がわれわれ 

の姿を見てこのクラブは奉仕をしていると思うかと 

いうことです。これが一番重要なことかと思います。 

今年の事業計画ですが、職業奉仕を簡潔に定義づけ 

するのは難しくこれは内面の奉仕ではないかと思っ 

ています。木本会長の元、自分の仕事において高い 

倫理観を奨励し事業の目的としたいと思います。事 

業として、職業奉仕の自己啓発の卓話、優良従業員 

表彰、優良の奉仕者団体の表彰。会員以外のところ 

で奉仕を続けているところを探して表彰したい。視 

察研修として、奉仕事業所の見学視察を行いたい。 

候補として｢真弓の里｣があります。 

今の現状はロータリー活動も厳しいと思います。 （こ 

こである社長のブログを紹介）このような厳しい時 

期ですがロータリーの本分を忘れずに職業奉仕をや 

っていきたいと思います。 

社会奉仕委員会 鹿志村 高道 委員長 
私なりに粛々と社会奉仕 

委員長を務めていきたい 

と思います。木本会長の方 

針にのっとり６つの事業 

計画を立てました。 

①NPO 日立ふきのとうの 

会の協力と支援 

②地域各種団体の協賛 

③地域の小学校、市民と河原子海岸の清掃 

④多賀駅前の清掃、昭和３９年に設置した｢４つのテ 

スト｣の石碑を中心に多賀駅周辺の清掃 

⑤日立の重症心身障害者および養護学校の支援 

⑥新世代奉仕と連携した、青少年健全育成活動 

ご協力のほど宜しくお願いします。 

国際奉仕委員会 大森 孝之 委員長 
地区のほうでも WCS 委員 

会に出向しており、こちら 

も含めて国際奉仕を進めて 

いきたいと思います。 

事業の内容としては、姉妹 

クラブワイキキ RC との交 

換留学生の実施。 10 年 3 月 

頃３週間の予定です。ワイキキ RC 主催の世界フー 

ドフェスタの参加。 WCS の｢この指とまれ｣事業を活 

用した事業への参加として放置自転車の贈呈を考え 

ています。同じく WCS のマッチンググランドを活 

用しての 3350 地区への図書の寄贈。 予算を余すこと 

なく使い活動してまいります。宜しくお願いします。 

新世代奉仕委員会 千葉 省三 委員長 
わからないことばかりで 

すが皆様に教えてもらい 

ながら頑張っていきます。 

｢人は皆幼いときから手と 

手をつなぐぬくもりを知 

っています。 一人では生き 

ていけないことは知って 

います｣2009 年のテーマとあわせて考えました。 

長年継続しているミニバスケットの支援のほか進め 

てまいります。出来る範囲ですがやっていきますの 

で宜しくお願いします。 

ロータリー財団委員会 石川 國博 委員長 
昨年に引き続き委員長を 

やらせていただきます。 

事業計画ですが、 寄付関係 

ですが、 ガバナー基本方針 

にもありますように財団 

への１人当たり 110＄の 

寄付ということです。 ポリ 

オ特別募金が１人当たり50＄が目標となっておりま 

す。 本年も前期会費とあわせて 10,000 円集めること 

となりました。 恒久基金のベネファクターのクラブ 1 
名達成。財団の友のクラブ 100％の挑戦(１人少しづ 

つ寄付し総額 1000＄に挑戦すること) プログラム 

への参加、GSE の交換については奇数クラブが受け 

入れになり３月から４月の予定です。地区補助金へ 

の申請 31,000＄もあり、それも使っていきたいと思 

います。 

マッチンググランドプログラムにも積極的に参加し 

たいと思います。 

米山記念奨学会委員会 信田 克己 委員長 
米山委員会は 2 回目にな 

ります。 前回は中国の方を 

カウンセラーとして受け 

入れました。 有意義な委員 

会活動が出来たと思って 

ます。 本年度は受け入れが 

ないとのことです。 

また、交換留学生の母国と日本との交流というのが 

役立つようにならなくてはなりません。この不況下 

でバイトをしたいかもしれませんが、日本の文化と 

いうのもしっかりと勉強してもらう時間も大事です。 

本年度はカウンセラーを受けることはございません。 
7月 26日に米山小学生の合同セミナーがありますの 

で、しっかり学び年度なかばの米山月間に詳しくご 

説明したいと思います。一年間どうぞご協力のほど 

宜しくお願いします。


