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週報 No.4 
本日の例会 平成21年８月４日 (火) プ

次回例会 平成 21年 8月 11日（火）プロ

             
7月 21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 

江尻ガバナー補佐ようこ

そ今日はおいでください

ました。このあと、ガバ

ナー公式訪問についてご

教授願います。先日東京

にて異業種８社で新事業

を立ち上げないかという

まりがありました。RC のバッチをつけていたとこ
どこの RCですかと東京府中 RCの方と名刺交換い
しました。そして大変勉強になるお話を聞かせてい

だきました。日本で始めてコップに消毒済みという

を巻くアイデアをだしたところなのです。はじめは

知されませんでしたが、有名はホテルに採用されて

益もよく大きく成長したとのことです。この不況の

でも時代を捉えた新たな挑戦をしながら収益を上げ

事業というのはいっぱいあるのだなあと思いました。

にかくいろんなことを考えてアイデアを出していく

とで今も新たな事業を考え進めているそうです。 
ある事業から新たなるものへの展開とかのアイデア

あるのではないかなと思いました。 

幹幹事事報報告告         高島 章行 幹事

本日第２回の理事会が開催

され、現況報告書の中でも

書いてありますが、新年度

の予算が承認されました。 
来週ガバナー公式訪問があ

り、大きな事業ですので全

員の参加でお願いします。 
区のほうから、拉致被害者帰国活動支援金、会員一

１００円のお願いが来ております。これも理事会承

になりました。 
山奨学金の給付金についてのお願いもありました。

期に一人４０００円で送金の予定です。 

例 会 報 告 
HHHIIITTTAAACCCHHHIII   SSSOOOUUUTTT
例 会 場   要害クラブ  ＴＥＬ（０２９４）３６－２０２０ 
例 会 日   毎週火曜日 １２：００～１３：００ 
事 務 所   日立市末広町１－１－３ 国分協同組合内 
            ＴＥＬ（０２９４）３６－５０７４ ＦＡＸ（０２９４）３７－２１７６ 
          Mail：rotaso@iplus.jp 

http://www.xyj.co.jp/hitachi/south-rc/ 
第２８２０地区 
■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 
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：クラブフォーラム ：担当委員会 

美術展覧会で１万円の協賛依頼がありました。

様に協賛いたします。 
員会から９月２６日に観劇会の提案がありまし

細は後ほどになります。 
時理事会が開かれた際１名会員の紹介があり、

類委員会に書類を回しました。今日正式に推薦

ます。特になければ来週に正式承認となりまし

バナーよりバッチの授与を行いたいと思います。 
奉仕活動で際朝食例会とする予定でしたが、地

の要請もあり、９月８日にプログラム変更にな

です。詳細が決まりましたらご案内いたします。 
に納涼例会があります。後ほど親睦委員会より

いたしますのでよろしくお願い致します。 
ぺまつりをすすめる会から協力要請がありまし

ャップたちがご挨拶に来る予定です。例年のよ

ケット購入の協力をお願いします。 

委委員員会会報報告告    

出出席席報報告告      小澤 興 委員長

数 出席 欠席 出席率 MakeUp 修正 免除

名 23名 8名 76.6% 8名 100% 1名

ニニココニニココＢＢＯＯＸＸ  白石 満義 委員長 

尻ガバナー補佐よろしくお願いします。 
木本 貴一  佐藤 勝美  樫村 文雄 
長山 行夫  小山 高一  山本 忠安 
星  勝治  川﨑 健輔  白石 満義 
鈴木 幸一  小澤 興  
尻ガバナー補佐ようこそ。 
岩崎 敬次  石川 國博  弓野 博司 
小林 英典  千葉 省三 
尻ガバナー補佐ようこそ日立南へ、どうぞ宜
くお願い致します。 
白土 仙三郎 鹿志村 高道 大森 孝之 
山縣 敏史  宮本 尚彦 
 
山委員会のセミナーに参加してきました。  
              信太 克己



◎ 江尻ガバナー補佐ようこそいらっしゃいま
した。           高島 章行 

◎ 第一分区ガバナー補佐です。一年間よろし
くお願い致します。     江尻 實 
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４０，０００円 累計額 １２４，０００円

  
本本日日ののププロロググララムム    
｢ガバナー補佐事前訪問｣ 

第第一一分分区区ガガババナナーー補補佐佐  江江尻尻實實高高萩萩 RRCC  
本日は事前訪問という

ことでお伺いいたしま

した。ガバナーは昨日

地区で３番目分区では

１番目として日立中央

RC に訪問いたしまし
た。公式訪問日程に関

してはこれまでどおり

でよろしいかと思いま

す。ただプロジェクターを使いながらお話しするの

でスクリーンの準備願います。とても気さくな方で、

ガバナーはつくばでモダンな設計事務所をやってお

ります。また野球も大好きだそうです。野球やゴル

フ仲間に会えるのも RC の楽しみとのことです。ガ
バナーとの協議の時間もあります。ユニークな考え

も持っていますのでどうぞいろいろ質問なさってみ

てはいかがでしょうか。RCはすべてクラブではじま
ってクラブで終わるというように、クラブの自主性

が強調されております。会員あってのクラブという

考えです。会員増強といわれながら、会員減少の阻

止と、相反するようなことかもしれませんが会員の

質を高めることもあると思います、魅力あるクラブ

作りをしていけば、会員も増えるし、向上もすると

思います。先ほど日立南では新会員が入るとのこと

ですが、会員増になれば会長賞もあります。今後も

頑張ってください。補佐として分区のクラブがより

多く会長賞をとっていただきたいと思っています。 
では来週は多くの参加があればうれしいと思います。。  
｢今年度委員会方針発表｣ 
出席委員会 小澤 興 委員長 

ロータリー入門書を見ると出席

の所に出席は RC の会員として
の最小限の奉仕であるとありま

す。出席をなくしてはロータリ

アンではないということです。

それを今一度頭に入れてほしいと思います。とはい

え病気でも無理してというわけもなく、メイクアッ

プを活用して出席率１００％を目指してほしいです。

１００％出席者には記念品も用意する予定です。 
プログラム委員会 宮本 尚彦 委員長 

先日委員会を開きまして、本年

度の会長幹事の方針を伺いプロ

グラムに反映していくことで話

し合いました。その中で｢活力と

融和｣活力とはクラブが奉仕活

動において実効性があり主体性を持って活動を持ち

たいとのことでした。社会奉仕の一つと広報として

駅前の早朝清掃、国際奉仕ということで交換留学生

の実施が出ております。融和ということにつきまし

ては、親睦のための例会を増やしております。一年

間クラブライフを満喫してもらいたいと思います。 
ニコニコBOX委員会 白石満義委員長 

ニコニコBOXイコール奉仕の資
金源ということを念頭にいたし

まして、奉仕に対して継続して意

識していただく。月に一度、ユニ

ークなメッセージや金額に応じ

てラッキースマイル賞を贈らせ

ていただきたい。読み上げの際少々言いすぎたかな

ということがあるかもしれませんが RC の友情を持
って許してください。予算も増額しましたので、各

月のラッキースマイル賞も私もほしいなというもの

に考えます。またメッセージはチョンチョンではな

く直筆のものを採用していきますのでお願いします。 
親睦委員会 川﨑 健輔 委員長 

今年度もやらせていただきます。

今年は特に家族との会合、輪と

いうのを大きくしたいなと思っ

ております。納涼例会、クリス

マス例会、観桜例会、観劇例会

を企画します。早速９月には観

劇会を予定しています。(２６日綾小路きみまろ)夕食
などの詳細が決まりましたらご案内いたします。輪

を大事にこの一年やってまいります。 
会計監査委員会 岩崎 敬次 委員長 

役員理事会の方針に基づき各

委員会が円滑な奉仕活動が出

来るよう適性が収支が図られ

た予算編成に協力し、幹事事務

局との連携の下クラブ資金を

厳正に管理し収支状態を常に

明確にする等、クラブ財政の健全性監査に努めます。 
SAA 小林 英典 理事 

今年の方針ですが、多くの会員

が多くの話す機会を持てるよう

企画させていきたいと思います。

また RC 歴１年１０ヶ月と新人
ですが、失敗を恐れずシンプル

に例会を進めて参りたいと思います。 
クラブ管理運営委員会 

クラブ会報委員会 山縣 敏史 委員長 
すでに３回ほど配らせていただ

きました。入会間もない私ですが

皆さんのご指導のもと頑張って

いきます。例会報告をコンパクト

にまとめながらも、会長が言われ

たように、クラブの情報が会員に

伝わるように心がけます。私自身活動を学びながら務

めます。 


