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本日は、「よかっ

ぺまつり」をす

すめる会より

佐々木キャン

プ・昨年のキャ

ップの鈴木さん

におこしいただ

きました。 

キャップ経験者として、会長として歓迎申し上げます。 

佐々木さんにおかれましては、当クラブ 40 周年の年

度の幹事を須田パスト会長さんの下で御勤め頂いた訳

ですからロータリーの雰囲気を懐かしく感じられてい

るのではないかと思っております。当時は 45 名の会

員を有していたのですが現在は 36 名の会員となって

います。佐々木さんには復帰の検討をお願いしたいと

思いまし、鈴木前キャップさんには改めて御入会の手

引きをこの場でお渡ししたいと思います。 

御検討を宜しくお願いします。 

さて、先週は「炉辺会合」例会に多くのゲストにお越

し頂き盛会の内に開催出来ました事お礼申し上げます。 

また、会員増強及び拡大月間に合わせて、お二人の新

しいロータリーアンを迎えられました事に感謝致して

おります。どうか一日も早くロータリーを理解して頂

き、この地域に奉仕する最強のメンバーになって頂け

ます様に会員の皆様にお手伝いをお願い致します。 

先週は今年度第１回目のゴルフ同好会「鳥帽子会」が

開催されまして、私が初優勝させて頂きました。 

もっともっと練習を重ねて皆様に自信をもって報告出

来る様なスコアを目指したいと思っております。 

ですが、あくまでも仕事を優先しての話ですが・・・ 

そうしないと鹿志村さんに「大森ちゃん仕事やってん

のげ？」と言われてしまいますから。 

 

話は変わりますが、10 月のワイキキ RC 主催の IFF

に御参加の申込みを頂いている人数が 28 名となりま

した。シスター締結を結ぶ前から毎年参加させて頂い

た訳ですが本年の参加人数は今までで最高の人数とな

りました。これもひとえに木本前会長のおかげと改め

て感謝申し上げます。「ありがとうございます。」 

 

本日の例会プログラムは会員増強委員会白土委員長さ

んの卓話となっております。 

白土パスト会長にどうぞ宜しくお願い致しますと申し

上げて会長の時間とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

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 

会長から今月のテ

ーマでもあります

会員増強拡大のお

話がありました。

私も新しい会員が

増えることを期待

しています。 

先日、第 1分区の

第 2回会長幹事会がお行なわれました。日立南ロータ

リーが主観致します、IM とゴルフ大会について話し

合いました。他のロータリーの方々にも理解していた

だきました。運営は皆様で行いますので担当が決まり

ましたらご連絡させていただきますのでよろしくお願

いします。 

来週は朝食例会、再来週は夜間例会と変則になってお

りますのでスケジュールを確認の上、参加お願いしま

す。 

委委委委委委委委員員員員員員員員会会会会会会会会報報報報報報報報告告告告告告告告        

☆ロータリー財団委員会 弓野 博司委員長 

第 1回「鳥帽子会」の中から今回ポリオ募金を沢山

協力していただきました。 
ありがとうございました。 
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☆職業奉仕委員会 宮本 尚彦委員長 

７日水戸三の丸ホテルで職

業奉仕委員会の研修会があ

りました。 

 
 

☆国際奉仕委員会 高島 章行委員長 

会長からもありましたが、

ワイキキ RC主催の IFFの

申込みよろしくお願いしま

す。 

 

 

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 

36名 23名 13名 63.863.863.863.8%%%%    21名    100100100100%%%%    1名 
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◎ 佐々木キャップ、鈴木キャップようこそ！ 

「鳥帽子会」初優勝させて頂きました。 
 大森会長 

◎ 佐々木キャップ、鈴木キャップようこそ！ 
山縣幹事 ・岩崎 敬次・石川 國博 
弓野 博司・池澤 健 ・宮本 尚彦 

◎ 国際奉仕研究会勉強して来ました。 
   高島 章行・星 勝治 
◎ 暑いですね。涼しくなるといいですね。 
   朝日 正道・遠藤 陽夫・信太 克己 
◎ 今日も宜しくお願いします。 
   塙 憲男 ・小澤 興 ・鈴木 幸一 
   木本 貴一・鹿志村 高道 
◎ 「鳥帽子会」でブービー賞いただきました。 
   川村 昌弘 
◎ 元幹事の佐々木さん本日ご苦労様です。 
   須田 晃 
◎ よかっぺよろしくお願いします。 
   佐々木様 ・白土 仙三郎 
◎ 戦争と平和について考えた1週間でした。 
   小山 高一 
◎ 新入会員を祝して 
   長山 行夫 
◎ 本日は中座させていただきます。 
   樫村 文雄 

 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３４，０００円 累計額 ２０５，０００円 

■■■■よかっぺよかっぺよかっぺよかっぺ祭祭祭祭りについてりについてりについてりについて        佐佐佐佐々々々々木様木様木様木様    

日立南 RC でマ

イクを握るのは

8 年半ぶりにな

ります。先ほど会

員名簿を拝見さ

せていただきま

したが当時の会

員は 15名ほどいらっしゃいました。 
10年間南RCに在籍させていた時、皆様から色々と

勉強させてもらい、今の私が居ると思っております。

卒業したとたんに多賀地区連合商店街会長を引き

受けました。南RCの時よりも忙しく走りまわって

おります。 
ところでよかっぺ祭りは 37 回を迎え初の兄弟での

キャップとなります。 
今回も皆様の御協力の程よろしくお願いします。 
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■■■■卓話卓話卓話卓話：：：：会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会会員増強委員会    白土委員長白土委員長白土委員長白土委員長    

  

会員増強の卓

話と言う事で、

時間をいただ

きましたが私

だけでは力不

足であります

ので元青年部

会長の遠藤会

員にも会員増強の御話をしていただこうと思いま

す。 

私の考えは皆さん一人一人が会員増強拡大を勧め

ていただけたら幸いだと思っております。 

 

新入会員新入会員新入会員新入会員                遠藤遠藤遠藤遠藤    陽夫会員陽夫会員陽夫会員陽夫会員    

 

みなさま、こん

にちは。 

住所、会社とも

北茨城にある

にも関わらず

なぜ、日立商工

会議所に所属

しているのか、

よく聞かれます。 

私が入会した当時、会員が少なくなり市外からも特

別１年間のみ入会が認められた時に入会致しまし

た。 

私が会長の時、会員増強は第１に考えその中で全国

商工会議所青年部全国サッカー大会で共に戦うメ

ンバーを募集すると言う提案をさせていただき微

力ながらも会員増強に貢献できたと思っておりま

す。ただ、サッカーだけでは限界がありその他にも

魅力のある企画を提案し増強した覚えがあります。 

僕自身、南 RC も色々魅力のあるクラブだと思いま

すので少しでも会員が増えるよう私も努力してい

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    
    


