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本日は高萩

ロータリー

クラブ江尻

前ガバナー

補佐様、棚谷

様、お忙しい

中当クラブ

例会へ御参

加を頂きま

して誠にありがとうございます。 
また、本年度は 40 周年と言う事でおめでとうござ

います。 

先日スーパーへ出かけてビックリした事がありま

す。野菜売り場の野菜が少ない事。そしてその少な

い野菜の値段が高い事です。多分通常の販売価格の

約 2倍程度の値段になっていました。小さいキャベ

ツが 189円とか、大根も 1本 198円していました。

飲食店の方々はきっと辛い状況でしょうね。 

猛暑は意外な所にも影響を及ぼすようでして、北茨

城では暑さでダムに藻が異常発生し水道水が飲め

ないようです。飲んでも体に影響は無いと言う事で

すが、さすがにカビ臭い水は飲めませんよね。 
お隣の高萩さんの水道水は大丈夫なのでしょう

か？ 

また先日は日本国内で初めて新型耐性菌 NDM1 が

検出されました。皆さんも既に御存じだと思います

が、昨年の 4月に入院されていた男性から検出され

たようですので、既に1年以上経っているわけです。

辛い院内感染は無いと言う事ですが、今後の感染拡

大に注意が必要だと思います。 

来週は第 1分区初の「親睦ゴルフ大会」が行われま

す。当クラブ主管ですので会員の皆様には何かとお

世話になりますが、鳥帽子会と親睦活動委員会の皆

様を中心として盛会に開催したいと考えておりま

すので御協力をお願いします。 

 
さて、本日の例会プログラムは次週と入れ返して出

席委員会・小澤委員長の卓話となっております。 
小澤委員長さんにどうぞ宜しくお願い致しますと

も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す。 

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 

本日、理事会

がありました

ので報告させ

ていただきま

す。 

日立市美術展

覧会のオープ

ニングがあり

ます。ロータ

リー会長表彰がありますので出席させていただきます。 

来週 16 日ゴルフ大会があります。当クラブが主管に

なっておりますので参加する選手の頑張りもそうです

が運営のほうも御協力お願いします。 

10月 30日になりますが、本日お見えにもなっている

と思いますが高萩RCの創立 40周年があります。 

国民宿舎「鵜の岬」でありますので御参加よろしくお

願いします。 

IM のお話はありますが、主管ですのでそろそろ準備

のほうも進めていきたいと思います。 

実行委員会のほうも行っていきたいと思います。 

案内のほうも後日、配布させていただきますので御協

力お願いします。 

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        
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第第第第２８２０２８２０２８２０２８２０地区地区地区地区 HHHIIITTTAAACCCHHHIII   SSSOOOUUUTTTHHH   

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    

WWeeeekkllyy        BBuulllleettiinn  

■■■■会会会会        長長長長        大大大大        森森森森        孝孝孝孝        之之之之            ■■■■副会長副会長副会長副会長        鹿鹿鹿鹿    志志志志    村村村村        高高高高    道道道道 

■■■■幹幹幹幹        事事事事        山山山山    縣縣縣縣    敏敏敏敏    史史史史                        ■■■■会報委員会報委員会報委員会報委員        池澤池澤池澤池澤    健健健健        

例 会 報 告例 会 報 告例 会 報 告例 会 報 告    

週報週報週報週報No.10No.10No.10No.10    

RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   



夜間例会の時にポリオの募金していただきました

ので報告させていただきます。 

65,500円(例会)  22,400円(2次会) 

トータル 135,000円集まりました。 

あと目標額までもう少し足りませんので皆様のご

協力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 24名 12名 66.666.666.666.6%%%%    2名    72.272.272.272.2%%%%    1名 

ニニニニニニニニココココココココニニニニニニニニココココココココＢＢＢＢＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯＸＸＸＸＸＸＸＸ            川崎川崎川崎川崎    健輔健輔健輔健輔委員長委員長委員長委員長    

    
◎ 江尻さん棚谷さんようこそおいで下さいました。 

小澤委員長様よろしくお願いします。 
大森会長 ・高島 章行 ・白石 満義 
信太 克己・小山 高一 ・鈴木 幸一 
樫村 文雄・弓野 博司 ・川村 昌弘 

◎ 30年前今頃北海道でツーリングしてきました。 
   山縣幹事 
◎ 相変わらず暑いですね。 

木本 貴一・塙 憲男 ・千葉 省三 
岩崎 敬次・池澤 健 ・遠藤 陽夫 

◎ 高萩RC記念式典のご案内に来ました。 
よろしくお願いします。 

   江尻様 ・棚谷様 
◎ 今週の土曜日「よかっぺ祭り」です。 

皆様遊びに来て下さい。 
朝日 正道 

◎ 2週間夏休みをいただきました。 
   鹿志村 高道 
◎ 小澤先生の卓話楽しみにしています。 
   須田 晃 ・宮本 尚彦 ・石川 國博 
   小澤 興 ・川崎 健輔 
 

 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 ３２３，０００円 

        

■■■■本日本日本日本日ののののゲストゲストゲストゲスト    

  

高萩RC 

江尻前ガバナー補佐様  棚谷様 

創立40周年記念イベント参加お願いします。 

                本本本本本本本本日日日日日日日日ののののののののププププププププロロロロロロロロググググググググララララララララムムムムムムムム        

■■■■職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会職業奉仕委員会    小澤小澤小澤小澤委員長委員長委員長委員長    

    
昨年も

出席委

員会で

もお話

させて

いただ

きまし

たが、

「出席

は最大の奉仕である」ではありませんが、ロータ

リー入門にも書いてあると思います。出席なくして

ロータリーアンではないとまで書いてありますの

でご確認いただけたらと思います。 
出席時間ですが、１時間の中で 40分は参加してい

ただいて出席となります。 

ロータリーとは、出席するためにクラブと言う名前

が付いています。事業団や会ではありません。好き

な人たちが集まって、同好会みたいなのをイメージ

していただければと思います。 
出席を多くすると言うことは欠席をなくすと言う

ことが大事になってくると思います。 

新入会員の方々には積極的に交流を持っていただ

きたいと思います。 
会員数が 36名と言うことでそれは維持していただ

き一番多い時で 60名近くは居たと思いますのでそ

こに近付けるように会員数を伸ばしていただけた

らと思います。 

それには、皆様の推薦が必要だと思いますのでよろ

しくお願いします。 
出席できずに家族同士で交流を持つ地域もあるみ

たいです。 外国では多いみたいです。家族から声

をかけていただければ出席されやすい場合もある

と言うことです。 

無理に強要しても反発して余計に参加されなくな

ってしまう場合もございますので長い目で誘って

いただければと思います。 
例会を欠席しても他のクラブの例会や今度行いま

すゴルフ大会などに参加されるとメイキャップと

して出席となりますので参加していただければと

思います。 
それによって出席率 100%を目指していただければ

幸いです。 
これで私の卓話とさせていただきます。 

 
ありがとうございました。 
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