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みなさん、こん

にちは。暦も１

０月となりロ

ータリーの新

年度が始まっ

て既に３ヶ月

が経過致しま

した。先週旧暦

のお話をさせ

て頂きましたが、旧暦 10 月は「神無月（かんなづ

き）」と呼ばれるそうです。 これは全国の神様が

会議をするために出雲に集まってしまうので、日本

中神様がいなくなってしまう月、ということから付

けられた名称のようです。本日 10月 5日は大安で

すが旧暦に変えると 8月 28日になります。旧暦で

は 7月から 9月までが季節的には「秋」となり 8月

を「葉月」と言うようです。これは季節的に広葉樹

が色づき始め段々と美しくなる月、葉っぱが美しい

月を表しているそうです。これから気温も過ごしや

すく、紅葉が美しい時期になり、秋の味覚も楽しみ

な時期となるのですが、世間ではワクワクしている

場合では無いような事が起きています。 

本日の新聞各社で大きく取り上げている検察審議

会による政治家の強制起訴・疑惑の多い検察が決定

し実行した中国人船長釈放等、この国の将来にかか

わる大きな事だと思います。 また、日本では 2例

目となる新耐性菌NDM1が埼玉の90歳女性から検

出されたそうです。この女性に渡航歴は無く国内で

感染した可能性があり、潜在的に広がっている可能

性があると言うことです。なんだか暗い内容になっ

てしまいましたが、そのような中でもロータリアン

として地域の為に、世界の為に奉仕を続けていく必

要性を改めて強く感じた次第です。 
さて、10 月は米山月間であり、職業奉仕月間でも

あります。本日の例会プログラムは米山奨学委員会

卓話となっております。 
石川パスト会長であり米山委員長さんにお願いを

致します。 

また、次週は優良従業員表彰例会となっております。

合わせて会員の皆様に推薦の御協力をお願い申し

上げさせて頂き、会長の時間とさせて頂きます。 

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。スポ

ルクフェアの協

賛が先月きまし

たので例年通り

に振込みさせて

いただきました。10月 17日ふれあい運動会出席要

請が着ておりますので鈴木さんに出席していただくと

いうことで決まりました。10月 30日高萩RC創立 40

周年記念事業に南RCから 8名の参加を予定していま

す。地区の委員に出向してみたい方は会長か幹事にご

連絡いただき、ご応募お待ちしています。 

退会される方の話をしていただける場を設けたらと話

がありましたのでそういう場を考えている状況です。 
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雑雑雑雑雑雑雑雑誌誌誌誌誌誌誌誌・・・・・・・・広広広広広広広広報報報報報報報報委委委委委委委委報報報報報報報報告告告告告告告告                        小小山山委委員員長長  

10 月になり

ましたので

ロータリー

の友をお手

元に届いて

いると思い

ます。 

職業奉仕月

間・米山月間

となってお

りますのでそういう関連の記事が多くあります。 

今月の見所はですね、先月も同様だったかもしれま

せんが、最初の山の写真や紅葉の写真などを載せさ

せていただきました。 

じっと見ていると楽しくなると思います。 

読所ですと、職業奉仕の関連の記事があると思いま

すが職業奉仕の真髄の記事があると思いますので

読んでいただければと思います。 

ぜひ、今月はいい記事が多いですので隅から隅まで

読んでいただけたらと思います。 

 

 

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        

☆職業奉仕委員会   宮本委員長 

来週に迫りました、優良従業員表彰ですが、皆様のお

かげで 10 名ほど推薦がありましたのでお礼申し上げ

ます。 

 

☆社会奉仕委員会   鈴木委員長 

日立養護学校から運動会の要請がありましたので参加

してきました。        

        

                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 21名 15名 58.358.358.358.3%%%%    3名    66.666.666.666.6%%%%    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    

    
◎ 石川さん卓話宜しくお願い致します。 

大森会長 ・山縣幹事 
◎ 誕生日・結婚祝のお花ありがとうございました。 
   木本 貴一・高島 章行 
◎ 10月 9日 10時からタウンミーティングぜひ参

加お願いします。 
   白土 仙三郎 
◎ 過ごしやすい季節になりました。 
  体調には気をつけて下さい。 
   樫村 文雄・塙 憲男 ・川村 昌弘 
   小山 高一・小澤 興 ・須田 晃 
   宮本 尚彦・川崎 健輔・鈴木 幸一 

   弓野 博司・朝日 正道・千葉 省三 
◎ 今日、朝一で神戸から帰ってきました。 
   池澤 健 
◎ 今月は米山月間です。宜しくお願いします。 
   石川 國博 
◎ 大北川にサケが逆上しはじめました。 
   白石 満義 
◎ 前回欠席 
   長山 行夫 

 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２１，０００円 累計額 ４１０，０００円 

 

 

                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        

■■■■米山奨学会米山奨学会米山奨学会米山奨学会卓話卓話卓話卓話            石川委員長石川委員長石川委員長石川委員長    

    
 
今月は米山月間となっております。 
米山記念奨学事業はロータリーが民間外交として

世界に種をまくということで外国からの支持で留

学生を支援するということです。平和に向かって架

け橋となるという活動をしています。 

当クラブでは茨城大学、筑波大学、流通経済大学の

3校からの学生が対象となります。 
地区委員が選考して推薦しています。 
卒業された学生の活躍を取り寄せたDVDを見てい

ただきたいと思います。 

 
さきほど、幹事さんからありましたが普通寄付を

5,000円にしていただきありがとうございました。 
特別寄付なんですけれども一人 20,000円となって

おりますのでそちらのほうもよろしくお願いいた

します。 
本日、10万円のほうを寄付させていただきました。 

皆様にも少しで構いませんのでよろしくお願いし

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    


