
本日本日本日本日のののの例会例会例会例会平成平成平成平成 22222222 年年年年 11 11 11 11 月月月月 2222 日日日日 ( ( ( (火火火火))))プログラムプログラムプログラムプログラム：：：：卓話卓話卓話卓話////プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会    

次回次回次回次回例会例会例会例会    平成平成平成平成 22222222 年年年年 11111111 月月月月 9999 日日日日((((火火火火))))プログラムプログラムプログラムプログラム：：：：卓話卓話卓話卓話////ロータリーロータリーロータリーロータリー情報伝達委員会情報伝達委員会情報伝達委員会情報伝達委員会    

               

11111111月月月月 2222日日日日((((火火火火)12)12)12)12：：：：00000000開会開会開会開会    
      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          大森大森大森大森    孝之孝之孝之孝之    会長会長会長会長    

みなさん、こ

んにちは。日

が過ぎるの

は早いもの

で暦は 11月

となり、新年

度が開始し

て既に 5 ヶ

月目に入り

ました。来月

は 12月になりますが、日立南RC定款「第 10条」

理事および役員「第 5節（b）」「会長の任期」また、

日立南RC細則「第 3条」理事および役員の選挙「第

1節」に従いまして、本例会で次年度理事の指名を

求めたいと思います。細則によりますと、指名委員

会または出席全会員のいずれか一方または双方に

よって行う事が出来る。 

とありますが、いかがいたしましょうか？ 
「指名委員会規定」＜内規＞「第 3条」構成により

ますと「指名委員会は 5名とし、会長と元会長とで

構成し委員及び委員長は会長が指名する」とありま

すので、内規に従いまして委員の指名ををさせて頂

きたいと思います。 

まず「木本前会長さん」「星パスト会長さん」「弓野

パスト会長さん」「小山パスト会長さん」そして私

の計 5名で指名委員と致したいと思います。 
委員長は小山パスト会長さんにお願い致したいと

思いますが小山パスト会長さんお引き受け頂けま

すでしょうか？ ありがとうございます。 

今週は前回延期となりました「第１分区親善ゴルフ

大会」が 5日金曜日に予定されております。 
今のところ天気も大丈夫なようですので、会員の皆

様の御協力をお願い致します。 
最後になりますが、今月はロータリー財団月間とな

っております。弓野パスト会長であり財団委員長さ

んにはお世話になりますが、どうぞ宜しくお願い致

します。 
以上、会長の時間とさせて頂きます。 
ありがとうございました。 
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今年はハワイ

に参加するこ

とができなか

った会員の一

人ですが行っ

た方々の話を

聞くととても

楽しい話ばか

りだったので

来年はぜひと

も参加できるようにスケジュールの調整をしたいと思

います。 

本日は第 5回理事会がありましたのでその話をしたい

と思います。毎年開催されています、日立かるた大会

が来年の 1月 16日にあります。協賛がきていますの

で 2万円協賛金としてさせていただきました。 

青少年団体から地域で活躍されています青少年育成の

個人・団体があれば懸賞したいとことで依頼がきてい

ます。今までは日立南 RCでは推薦したことはないん

ですが、皆様のほうであれば推薦させていただきたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

プログラムの変更がありましたので御報告させていた

だきます。 

12月 14日に年次総会を開催させていただきます。 

いつもなら 12月の 1回目に行うのですが、今年はガ

バナー訪問と重なってしまったので変更させていただ

きました。 

スケジュールのほうを立ててしまった皆様には大変ご

迷惑をおかけしました。「すいませんでした」 

日立南 RCが支援しています、米山奨学会が難病にか

かってしまい来年ナイジェリアのほうに帰国すること

になりました。日立南 RCでも支援させていただくと

言うことで先ほど理事会で決まりました。
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☆雑誌広報委員会   小山委員長 

 

ロータリーの

友 11 月号の

読みどころを

話していきた

いと思います。 

11 月はロー

タリ財団月刊

となっておりますのでその内容が多く含まれていると

思います。 

ポストポリオの内容も書かれていますので確認してい

ただければなと思います。 

 

☆ロータリー財団委員会   弓野委員長 

今月のロータリーレートは82円となっております。1

ヶ月間受付を行っておりますのでよろしくお願いしま

す。木本パスト会長から先日のハワイで使いきれなか

ったドルを寄付していただけました。 

ありがとうございました。 
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会員数 出席 欠席 出席率 MakeUp 修正 免除 

36名 19名 17名 52.752.752.752.7%%%%    18名    100100100100%%%%    1名 
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◎ ワイキキ御参加ありがとうございました。 

ワイキキ御苦労様でした。 
大森会長 ・山縣幹事・木本 貴一 
高島 章行 

◎ 本日もよろしくお願いします。 
   川村 昌弘・遠藤 陽夫・鎌田 栄 
   鹿志村 高道・宮本 尚彦・ 
◎ 朝夕寒くなってきました。 
   鈴木 幸一・小山 高一・川崎 健輔 
◎ 11月財団月間です。よろしくお願いします。 
   弓野 博司 
◎ 今年もあと2ヶ月です。がんばりましょう。 
   朝日 正道 
◎ 元気になった星さんの卓話楽しみにしてきまし

た。 
   須田 晃 ・小澤 興 ・石川 國博 
◎ 長期に渡り休ませていただきました。 
   星 勝治 
◎ また1つ歳を重ねました。 
   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２９，０００円 累計額 ５１７，０００円 
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■ ププププログラムログラムログラムログラム委員会委員会委員会委員会    卓話卓話卓話卓話                

星星星星委員長委員長委員長委員長    

    

 
プログラム委員会から今までの活動内容とこれか

らの奉仕をお話していきたいと思います。 
クラブの活性化を図るために、クラブのロータリー

の報告、ロータリーの教育、ロータリーの育成を卓

話を通じてクラブの活性化などを行っていきたい

と思っております。 

卓話を通じてコミニケーションを図り親睦をして

いくと言う流れを考えております。 
クラブのほうはプログラムを通じてクラブの活性

化をしていこうと思っております。 
色々とプログラムも変更になると思いますが考え

て活動していきたいと思います。 

私、自身 2ヶ月ほどお休みをいただきまして本日

70分ほどお話の準備をしてきたのですが 7分と言

うことでとても残念です。 
中国の話になってしまいますが、会社として中国と

20数年のお付き合いをさせていただいていますが、 
本日の本にも書かれていますが中国とのお付き合

いが書かれています。 
まず、先に意見を言わない。会議以外で考えを言わ

ない。無理に意見を言わないで逃げる。 
中国人との交渉時に必要なことだと言われました。 
中国人はNOと言わない。よく考えますとその場を

逃げることが多いようです。 

中国人は国を信用せず、国をあてにせず、国のため

に働かずと言うのが当たり前みたいです。 
中国は信用してはならないと言うことですね。 
適度に付き合っていただければと思います。 
これで最後になります、ありがとうございました。 

 

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    


