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週報 No.19 
本日の例会 平成21年 12月 8日 (火) 

次回例会 平成 21年 12月 15日（火）プ

              
12月  1日(火)12：00開会 
      高島章行 幹事 

 

会会長長のの時時間間          木本 貴一 会長 

んにちは。先々週でしたと記憶しておりました、財

の石川委員長より 1000 ドルの特別寄付をいただき
した。本人は奥ゆかしくて自分では発表しなかった

で、遅れましたがお礼をこめてここで発表いたしま

。本当にありがとうございました。 
候が寒くなってきているわけでございますけれども、

朝も私のところへ訃報が飛び込んでまいりました。

ぐ目の前に住まわれております、砂川産業の会長多

93、4になるのでしょうかね。お亡くなりになられ
ということでございました。 
門家であります白石さんがここにおられるのにこう

う話をするのははばかるのですが、たぶんこれから

月 2月 3月というのはお葬式がこういう言い方でい
のかピークになります。あまり聞きたくも無い話か

しれませんが大体年間にどれくらい亡くなるのかと

うと皆さん雑学で持っていただければとおもうので

が、日立の人口 20 万としますとかける 0.06 から
.07イコール 1200人から 1400人が日立市内でお亡
なりになる、というふうに予測が出来るわけでござ

ます。で特に外気が一度下がるごとに気象条件が厳

くなるとその確立がどんどん高くなってくるという

が現状です。全国では 13 万人ぐらいがお亡くなり
なるようでございます。私ら団塊の世代でございま

がたぶん私らが平均寿命を全うする頃にはあと 20
先がピークになるということで150万から155万が
間にお亡くなりますというようなことが予測で出て

るようでございます。えーっその 0.06から 0.07が
れわれの平均寿命にむかっていくともっともっと高

なってそれからは急激に若者世代に一気に若返る、

子化の関係でしょうか、そんな人口構成になってい

ようでございます。寒さというのは大変身体によく

いようです。専門家の小澤先生それから須田先生い

っしゃいますが、健康には留意されまして、1 日で
1年でも 10年でも長生きをされてロータリー活動

例 会 報 告 
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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 
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第２８２０地区 
■会  長  木 本  貴  一   ■副会長  大  森  孝  之 
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： 朝例会・社会奉仕活動 

しんでいただければと思う次第でございます。 
クラブフォーラムでございまして、聞きました

まり時間を使う場面が無いということなのでも

つだけお話をさせていただければと思うのです

は全く話が変わりまして、ユニクロが今ひとり

いうような報道がなされておりますがよく考え

すと東南アジアで縫製加工をしたものを日本に

きて販売して収益を上げている。ある意味輸入

者みたいな部分があるのかと思います。で民主

が言っている時給最低800円という話し絡めて
みますと、たぶん販売部で土日祝日専門でチラ

れてきます。その時ようにパートアルバイトと

とですから雇用という意味ではあまり貢献が無

いうような気がします。で２,3日前の日経新聞
ますが日産自動車が、リチウムイオンの今の性

のもので 300ｋが走れるというような電池を開
奈川大学ともう 1校で共同で開発をして 2年後
に自社の車にその先は他社の自動車メーカにま

をしたい。昨日の新聞ですと、シャープで亀山

増産に入った。こういう事業というのはおそら

雇用が増えるという部分で国内の就業率が上が

で大歓迎だと私個人では考えるのですが。やっ

殊な技術とか発想力の中で伸びていく会社は伸

られるのかなというなかで、ここも工業会の方

に多いと思うのですが、やっぱり長年培ってき

というものが他に負けないものをおのおのの会

持ちだと思われますが、やっぱり商品としてど

けていくのかと大変難しい話でございますが、

勝負を分けるという気がしてならないわけでご

す。ま、生意気な話でございましたが、皆様ど

にお考えになりますかということで会長の時間

りたいと思います。以上でございます。 

事事報報告告         高島 章行 幹事

6回の理事会がありました。 
RCの新年会の案内が着ております。 
日時平成22年1月8日(金)ホテル天地閣にて 
受付 17：00例会開始 17：30 

15 日までの申し込みなので案内を早急に送り
ので 14日までにお返事をください。 



・ IMが 2月 7日(日)に開催されます。 
13：00受付 13：30開会 場所国民宿舎鵜の岬 

・ 12月 15日の朝、社会奉仕としてたが駅前の清掃
があります。清掃終了後例会を開催いたします。 

・ 地区より依頼です。 
茨城新聞に載せているロータリー情報館の記事

の依頼が来ています。清掃作業を報告する予定で

す。 
・ 腕白おてんばふれあいランドの協賛依頼があり

ました。例年通り新世代の協賛として承認いたし

ました。 
・ 体育協会から依頼としてスポーツ功労賞として

スポーツ振興に貢献された方を紹介してほしい

とのことです。 
委委員員会会報報告告  
社社会会奉奉仕仕委委員員会会    鹿鹿志志村村委委員員長長  

1122 月月 1155 日日多多賀賀駅駅前前清清掃掃をを行行いいまますす。。77 時時かからら行行うう予予

定定でですす。。詳詳細細はは FFAAXX いいたたししまますすののでで多多くくのの方方のの参参加加

おお願願いいししまますす。。  

      新新世世代代委委員員会会        千千葉葉委委員員長長  
子子どどももたたちちががイインンフフルルエエンンザザ流流行行でで開開催催がが遅遅れれまましし

たたががミミニニババススケケッットトのの決決勝勝リリーーググをを 1122 月月 55日日にに開開催催

さされれまますす。。  

烏烏帽帽子子会会            千千葉葉委委員員長長  
明明日日烏烏帽帽子子会会がが開開催催さされれまますす。。ゴゴルルフフにに参参加加さされれなな

いい方方ももポポリリオオ撲撲滅滅のの寄寄付付ににななるる馬馬券券ののごご協協力力おお願願いい

いいたたししまますす。。  

財財団団委委員員会会          石石川川委委員員長長  
本本日日、、大大森森会会員員かからら 5500000000 円円高高島島会会員員かからら 6600000000 円円

後後寄寄付付ををいいたただだききままししたたののででごご報報告告いいたたししまますす。。  

国国際際奉奉仕仕委委員員会会      大大森森委委員員長長  
早早稲稲田田にに在在学学中中のの学学生生でで東東大大沼沼町町にに現現住住所所ががああるるかか

たたかからら財財団団のの国国際際留留学学のの奨奨学学をを受受けけたたいいとといいううこことと

でで問問いい合合わわせせががあありりままししたた。。担担当当はは財財団団ににななりりまますす

ののでで石石川川委委員員長長かからら地地区区ののほほううにに上上げげててももららいいそそれれ

にによよりり南南ととししててどどううすするるかか決決めめたたいいとと思思いいまますす。。  

出出席席報報告告       小澤 興 委員長
会員数 出席 欠席 出席率 MakeUp 修正 免除

36名 24名 12名 66.7% 3名 75.0% 1名

ニニココニニココＢＢＯＯＸＸ   白石 満義 委員長 
 

◎ クラブフォーラムです。よろしくお願いします 
   木本 貴一  高島 章行 
◎ 今日も宜しくお願いします。  

塙 貴男  大森 孝之  岩崎 敬次 
◎ いよいよ師走いそがしくなります。 
   白石 満義  佐藤 勝美  弓野 博司 
   川﨑 健輔  池澤 健   千葉 省三 

小林 英典  石川 國博  星  勝治 
鹿志村 高道 川村 昌弘  白土仙三郎 

   小澤 興   信太 克己  宮本 尚彦 
◎ 12 月です忘年会のシーズンです会員の皆様飲
みすぎには気をつけましょう。  朝日 正道 

◎ 気ぜわしい月になりましたね。  山縣 敏史 
◎ 前回欠席。           長山 行夫 
◎ 今年も庭にジョウビタキがきました。  

     須田 晃 

ラッキースマイル賞 
 今月は長年の功労か
ら佐藤会員にいたしま
す。 
  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 ６２０，０００円

本本日日ののププロロググララムム      
 

ククララブブフフォォーーララムム              年年次次総総会会  
木本会長 
年次総会の開会を宣言いたします。 
 
高島幹事により進行 
 
石川会長選考委員長 
会長選考委員会を 11月 17日に小山パスト会長弓野
パスト会長星パスト会長木本会長で執り行いました。

結果鹿志村氏に決定し、その後鹿志村氏に指名を伝

えたところ快く引き受けていただきましたので、こ

こでノミニー予定者を鹿志村氏といたしまして委員

会の報告といたします。 
 
挙手により承認 
 
ノミニー指名のご挨拶    鹿志村会員 

会長ノミニーに選出されま

した鹿志村です。ロータリ

ー歴浅い私ですけれども指

名されたからには私なりに

粛々と会長の職務を全うし

たいと思っております。私

の会長年度は皆さんご存知

かもしれませんが、この南

RCの 50周年という周年行
事があるかと思います。皆さんの協力なくしては 50
周年の周年行事も成功におさめることも出来ないと

思いますのでどうか皆さんのご協力をお願いします。

ロータリー歴はまだ短いですが、会長までの 1 年半
もっともっとロータリーを理解すべく私なりに勉強

いたしますので宜しくお願いします。 
 
次年度役員発表 
大森副会長 
本日次年度役員を発表しなくてはいけませんが、本

日ノミニーが決定しましたのでまだです。申し訳あ

りません。 
後日速やかに発表いたしまして承認をいただきます

ので、今後の指名に関してご一任いただきたいと思

います。 
 
拍手にて承認 
 
承認いただいたということで、次年度の役員理事を

指名委員長と相談し、ご報告させていただきます。 
 
会長の点鐘にて終了 


