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皆様、こんにちは。 

先週現地入りしますとの事で、御協力いただける物資

がありましたらお願いしますという話をしましたら、

今日須田会員から歯間ブラシをたくさんいただきまし

た。是非被災地の方々に渡して欲しいとのことで、450
本位いただきました。衛生状態もあまりよくないと聞

いていますので、歯ブラシや歯間ブラシなどは特に喜

ばれるものだと思いますので、責任を持って届けたい

と思います。今日の理事会でもお話させていただいた

のですが、まだ瓦礫の撤去が全然進んでいなくて、5

月 14 日の時点で支援にいった団体の方が聞いたとこ

ろによると、まだ瓦礫の中にご遺体がいるかもしれな

いという話でした。先週末の話ではすでに政府からの

支援は全部打ち切られていて食べ物も何も来ないとい

う状況で、いまだ電気・ガス・水道が通っておらず、

一日に何回か給水車がくるだけということで、炊き出

しのボランティアに行った人は自分の命がどうなるの

かなという怖い状況だったようです。それはなぜかと

いうと、飢え死にしそうになる位の状況になっている

らしく、蕎麦をゆでて暖かいお蕎麦を提供しようとし

て準備してきたのですが、準備しようとしている間に

ゆでる前の生の麺をわしずかみにして、我先にそのま

ま食べてしまうという現状だと聞いています。それほ

ど食べるものに困っているところがあるということで

す。今週もこの場をお借りしてお願いなのですが、何

かしらご提供できるものがあれば御協力おねがいしま

す。水もないのでペットボトル 10本でも 20本でもい

いですし、子供たちもおりますのでジュース 5本でも

10本でもいいと思います。2週間前の例会の時に、信

太ガバナー補佐がおっしゃっていた、全国ガバナー会

の義援金というお話を確認しましたら、7 億数千万円

というお金が義援金として残っていて、2 千万円を岩

手と宮城に送って残りの5千5百万円を震災遺児のた

めに使おうかなという段階みたいです。来週の全国ガ

バナー会で最終決定されるようですが、ただ頭数で割

って提供するのも問題なので、どのように分けるのか

を決定して皆さんに御報告したいと思います。実は

我々もこんなことをやっているのですがという話をし

ましたら、それはすぐに行く支援金ですのでそのまま

続けて遂行していただきたいというお話でしたので、

クラブのプロジェクトはそのままの状態で継続させて

いただいて、18日に宮城と岩手と福島にお渡ししてき

たいと思っています。 
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本日はお疲れ様です。 

まず早速ですが先週PETSがありまして、日立南ロー 
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タリークラブが100%のPAUL HARRIS FELLOWク

ラブとして認証されたということで、こちらのフラッ

グをいただきました。本日理事会が開催されました。

IM の報告書と決算報告がでています。それと、新入

会員の申込みがありました。河原子海岸清掃の件、6

月 19 日、明秀学園の子供たちと青年会議所とともに

清掃活動を行います。また当日茨城新聞や JWAYの取

材もあると思いますのでTシャツ着用で集まれればよ

り PRになると思います。Tシャツに関しての報告で

すが、約 1400 枚ほど販売されております。ただ入金

がすべて終わっているわけではないので、約 200万円

ほどの入金は確認されておりますが、来週に現地にお

金を持って行きたいので、今現在でも構いませんので

販売金額の入金をお願いいたします。また広報活動で

しばらくFMひたちで放送していただけるので、車に

乗った際などに聞いていただければと思います。また

今週から 7月の頭まで 5週間 JWAYのほうでも Tシ

ャツのCMが入ります。またHPのほうでも今週から

Tシャツの申込みが出来るようになりましたので、イ

ンターネットでメールの友人知人などがおりましたら、

日立南 RCでこんな活動をしているということを、そ

れぞれが広報活動をしていただければと思います。国

際交流から会費例年通り 5千円を支出したいと思いま

す。塙さんから先月、退会したい旨連絡いただきまし

た。仕事が忙しいことと、短い時間でしたが皆さんに

お世話になって大変心苦しいのですが、退会したいと

のお手紙いただきました。今日理事会で承認いただき

ましたので、今期をもっての退会となります。 

 

                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 

34名 19名 15名 55555.885.885.885.88%%%%    13名    100100100100%%%%    1名 
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◎ 年度最後の理事会終了ありがとうございます。 

大森会長・山縣幹事 
◎ 地区協議会参加してきました。お疲れ様でした。 

高島 章行・大森 昌弘・木本 貴一 
鈴木 幸一・石川 國博・川崎 健輔 
宮本 尚彦・池澤 健 

◎ 2011－12地区の研修会に参加してきました。 
星 勝治 

◎ 昨日、中央ロータリークラブにメークしてきま
した。 
小山 高一 

◎ 大震災の影響で病院も 3ヶ月経過し、一部を除
きやっと復旧しました。やっと通常診療出来る
ようになりました。また特定医療法人となりこ
ちらも 3ヶ月で何とかなりつつあります。また
理事長として皆様と一緒にこの地で働くことに
なりましたので、よろしくお願い致します。 
小澤 興 

◎ グリーンカーテン、ゴーヤとパッションフルー
ツを始めました。エコです。 
白石 満義・信太 克己 

◎ 今日も(本日も)宜しくお願いします。 
白土 仙三郎 

◎ 18 日に震災みまいに行くときに持って行って
もらおうと思って、歯間ブラシの協賛を受けま
したので持って来ました。大森会長さんよろし
くお願いします。 
須田 晃 

◎ 2人目の孫が生まれました。 
弓野 博司 

◎ PETに出席してきました。やっと会長になれま
す。 
鹿志村 高道 
 
 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 １，２１３，０００円 
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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・・・・本年度委員会報告本年度委員会報告本年度委員会報告本年度委員会報告    

会員増強委員会員増強委員会員増強委員会員増強委員会会会会        白土白土白土白土    委員長委員長委員長委員長    

 
今日、幹事さんからありましたように、残念ながら塙

会員が退会するということで、委員会としてはフォロ

ーアップがたりなかったかなと反省しています。次年

度になりますが、ぜひとも今日はお一人の方の入会と

いう報告もなされました。是非皆さんご存知の方をご

紹介いただきたいと思います。 

 

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情報伝達委員情報伝達委員情報伝達委員会会会会        須田須田須田須田    委員長委員長委員長委員長    

  



反省点は炉辺会を開けなかったことです。 

ひとつ要望があるのですが、新入会員の推薦者はよく

フォローしていただきたいと感じました。 

    

出席出席出席出席委員委員委員委員会会会会        小澤小澤小澤小澤    委員長委員長委員長委員長    

 
毎回出席をお願いするということと、MakeUpをお願

いしているのですが、今年度はそれなりに MakeUp

多くなってきたと思います。WEB サイトの方がまだ

うまくいかないようで、もし出席出来ない方は

MakeUpをお願いしたい、来年度は全員出席率 100% 

目指してやってほしいです。また出席率 100%の方に

は予算の範囲内で何か差し上げたいと思っています。 

 

 

クラブクラブクラブクラブ会報会報会報会報委員委員委員委員会会会会        池澤池澤池澤池澤    委員長委員長委員長委員長    

 
早、一年が過ぎようとしています。最初戸惑いもあり

ましたが、皆様に週の会報を詳しくお伝えできるよう

に努力しましたが、なかなか難しいもので伝えられな

かったことが多々あると思います。震災後皆様に会報

をお渡しすることがなかなか出来ず、この場をお借り

して謝りたいと思います。どうもすいませんでした。

残りわずか 3回ですが、最後までしっかり会報作成を

していきたいと思いますので、ご協力の程よろしくお

願いします。 

 

 

 

プログラムプログラムプログラムプログラム委員委員委員委員会会会会        星星星星    委員長委員長委員長委員長 

 
プログラム委員長として、一生懸命努力はしたのです

が、なかなか思うようにいかなくて、ただ今回もまた

プログラム委員長ということで、これまでの分をなん

とか取り返して楽しく、夜間例会も計画していたので

すが、なかなか思うようにいかなくて、今度はやるよ

うになると思いますが、よろしくご協力の程おねがい

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


