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会会会会会会会会長長長長長長長長のののののののの時時時時時時時時間間間間間間間間          大森 孝之 会長 

    

 

会長の時間でございます。 

梅雨が１７日明けて、夏本番と言う猛暑日が続いてお

ります。 各地で 36度～41度の気温と、考えられな

いような暑さになっています。熱射病や熱中症で病院

に搬送された方が昨日の都内だけでも 19 名居たそう

です。 会員の皆様もどうぞご健康には十分お気をつ

け、暑さに負けないようお願いしたいと思います。 

今月のロータリーは勉強会が多く開催される１ヶ月で

す。 先週末の日曜日には「新世代奉仕研究会」が開

催され、翌月曜日には海の日には「クラブ奉仕研究会」

が開催され今週末には「社会奉仕研究会」がつくば市

で予定されています。委員長をお願い致している皆様

にはお忙しい中誠に恐縮ですが、暑さに気をつけて御

参加をお願い致します。 

本年度は例年と違い、分区代理を排出しているクラブ

として、新しく実施される「第１分区親善ゴルフ大会」

や「第１分区 IM」そして「第１分区合同新年会」と日

立南ロータリークラブが主管する事業が控えておりま

す。先の理事会にて「第１区分親善ゴルフ大会」は親

睦活動委員会と鳥帽子会の皆様に御担当を頂くように

決定させて頂きましたが、大会当日は多くの皆様に御

世話になる事が数多く出てくると思います。 

どうぞご協力お願い致します。 

また、「第１分区 IM」と「第１分区合同新年会」につ

いては、弓野パスト会長さんを実行委員長として今後、 

 

組織について組み立てを行っていくと思います。 

こちらも会員の皆様には多くの御協力をお願いする事

になると思いますが御協力をお願い致します。 

先日お配りしました、年間プログラムについて訂正を

お願いします。 

プログラム票に IMの開催日と開催場所が記載されて

いると思いますが、まだ確定はしていませんので詳細

が確定次第、山縣幹事または弓野実行委員長さんから

改めてご案内があると思います。 

失礼を致しまして申し訳ございませんでした。 

 

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 

 

会員の推薦書と言うことで菊池さんと遠藤さんの推薦

致しました。１週間で意義もないと言うことで二人を

正会員と承認致しました。新しいメンバーとなります

ので交流を持って頂きたいと思います。 

昨日、「クラブ奉仕研究会」に行ってきた資料として入

会して 3年以内で退会する会員が多いと言う話があり

ました。新会員に対してどう接していくかが大事とな

りますので皆様には積極的に交流を持っていただけた

らと思います。 
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今週はとくにありません。 
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出出出出出出出出席席席席席席席席報報報報報報報報告告告告告告告告                            小澤小澤小澤小澤    興興興興    委員長委員長委員長委員長 

会員数 出席 欠席 出席率 MakeUp 修正 免除 

34名 20名 14名 60606060.6.6.6.6%%%%    名    75.775.775.775.7%%%%    1名 
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◎ 各委員長の皆様よろしくお願いします。                 

大森会長・山縣幹事 
 
◎ 暑いので体調に気を付けて下さい。 

高島 章行 ・川村 昌弘 ・岩崎 敬次 
朝日 正道 ・石川 國博 ・弓野 博司 
白石 満義 ・千葉 省三 ・小山 高一 
信太 克己 ・小澤 興  ・鈴木 幸一 
宮本 尚彦 
 

◎ 新世代奉仕、クラブ奉仕研究会に出席してきま
した。 

鹿志村 高道 
 

◎ 日立製作所100周年記念式典に出席しました。 
   山本 忠安 ・星 勝治 
 
◎ 18日日立GCの 10番でイーグルが出ました。 
   木本 貴一 

 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２５，０００円 累計額 １１０，０００円 
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■■■■「「「「今年度今年度今年度今年度クラブクラブクラブクラブ運営運営運営運営についてについてについてについて」」」」    

大森会長大森会長大森会長大森会長    
今年度のクラブ運営について前年通り年間１５万円と言

うことで年２回分けて徴収させていただきます。 

委員会活動費と言うことで年間１万円の負担、財団の寄

付として１万円を徴収させていただきますのでよろしく

お願いします。 

予算に関しまして前年とぼぼ変わりないと思っています。 

会費の報告書を確認しましたが今年も同じ予算で活動で

きると思っていますが、次年度に鹿志村会員が 50周年に

なりますので特別予算のほうに 40 万円程度入れていた

だけないと 50 周年事業を開催するのが厳しいのかと思

っております。 

委員会の活動費も前年通りと考えています。 

若干予算を値上げしようと思っている委員会はあります

がほぼ前年と変わりなく予算内で活動していただけたら

と思っています。    

■■■■委員会方針委員会方針委員会方針委員会方針    

米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会米山奨学委員会        石川石川石川石川    國國國國博博博博    委員長委員長委員長委員長    

私は財団委員会を３年間続けていましたが今年、初めて

の委員会となりますのでよろしくお願いします。 

米山奨学委員会とはロータリーを初めて立ち上げた米山

氏の功績を記念として立ち上げた委員会であります。 

先日、「米山奨学セミナー」が行なわれた中で理事の報告

を紹介させていただきます。 

２０地区では現在会員数が 2177名で普通寄付が 880万

円、特別寄付が 2977万円合計 3857万円が前期集まり全

国で見ると第 7位と言う結果になりました。 

会員数でみると１人 17,720円となります。 

今年度も 1人 2万円を目標にしていますが、当クラブは

前年度目標を達成していますので今年度も会員のみなさ

んにはよろしくお願いします。 

■■■■クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム    

選考選考選考選考・・・・分類委員会分類委員会分類委員会分類委員会            長山長山長山長山    行夫行夫行夫行夫    委員長委員長委員長委員長    

今年度は早々に会員の推薦をしていただき、選考の

ほうも終わり皆様からの承認もいただいたと言う

ことで安心しました。今後も皆様から会員の推薦を

していただき、１人 1名の推薦をしていただけると

会員数も沢山になると思いますのでよろしくお願

いします。 

雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会        小山小山小山小山    高一高一高一高一    委員長委員長委員長委員長    

ひき続き今年も担当させていただきます。 
今年も目標が達成できると思っています。 
その目標と言いますと「ロータリーの友」を購買率

を上げると言うことになります。 

毎月初めに発行致しますのでロータリーの知識を

入れると言うことでも購読していただきたいと思

います。 
ロータリーの情報を身近な人たちに広めていただ

けたらと思います。 

出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会        小澤小澤小澤小澤    興興興興    委員長委員長委員長委員長    

委員長になり2年目となりますのでよろしくお願い

します。 
60%以上は出席していただきたいと思います。 
朝例会などに参加していただいてもメイクアップ

となりますのでぜひ参加して下さい。 

ホームページを 30 分以上見ていただきロータリー

カードを発行していただき出席をカバーしていた

だけたらと思います。 
出席は最低限の義務と入門書にも記載されていま

すので周りの協力をいただき、ぜき参加していただ

きたいと思います。 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会        千葉千葉千葉千葉    省三省三省三省三    委員長委員長委員長委員長    

出来る限り頑張りたいと思います。 
出席もありましたが遊び心で親睦ができるのはロ

ータリーだけじゃないかと思っています。夜間例会

を家族同伴で開催したり、9 月 16 日第１分区で開

催することになりましたゴルフなど親睦のほうを

盛り上げて、頑張っていきたいと思います。 

 

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


