
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間／ 今月： 職業奉仕 月間  来月：平和と紛争予防／紛争解決 月間  
 

平成 30年 1月 10日の例会より 

『 高萩ＲＣ北茨城ＲＣ合同新年会 』 
  
＜高萩ＲＣ 鈴木会長挨拶＞ 

２０１８年（平成３０年）の初日は穏やかでした。 

私たちの地域は県北と言われて何年になるのでしょう

か？少子・高齢、人口減少、振興策は何だ。市街地を活

性化しろ、等々…言うは簡単ですがこの難題を超えるに

はどうしても政治の力が必要であると考えております。 

テーブルに配布させていただきました資料を説明さ

せていただく時間はありませんが普段目にしない数字

を、どうぞじっくりと目を通して視てください。高齢化

率が高くなれば活動する人たちが少なくなりそれに伴

い経済活動も小さくなっていく。これは当然の事です。 

こうした中でいかにして会員を増やし、組織を維持して

いくかアイデアを出し合う事とても大切なことと考え

ます。 

本日は合同新年会。大いに酒を酌み交わし、大いに語

り合いましょう。それでこそロータリー。よろしくお願

い致します。 

＜北茨城ＲＣ 平賀会長挨拶＞ 

皆様あけましておめでとうございます。 

高萩の鈴木会長より格調高いご挨拶がありましたので、 

私は、今日の新年会の会場設営等、準備を万全に整えて

くださいました高萩ＲＣへの感謝と、新年会の大成功を

祈願いたしまして、ご挨拶に代えさせて頂きたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

＜高萩ＲＣ 福田幹事報告＞ 

皆様こんばんは。今年もよろしくお願い致します。 

 

17日（水） 10：30～ 理事会 

24日（水） 職場訪問（高萩市役所） 

27日（土） 第１分区ＩＭ 

       電車利用（高萩駅 13：03発） 

31日（水） 休会（ＩＭの振替） 

 

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当 １月１０日 出席報告 

1 月 17 日 年頭所感 会長 会員数 出席者 欠席者 

1 月 24 日 職場訪問 職業奉仕委員会 29 20 7 

1 月 27 日 第 1 分区ＩＭ 会長・幹事 出 席 率 ：74.07% 

1 月 31 日 休会（IM 振替）  前々週訂正 ：76.92% 
 
事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65 

常陽銀行高萩支店内 TEL/FAX ： 0293-24-0505 

会    長 ： 鈴木 直登 

幹    事 ： 福田 文乃 

■URL http://takahagirotaryclub.web.fc2.com/ 

■E-Mail  ： takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp 

例    会 ： 毎週水曜日 12:30～13:30  

会報委員：上田良三、作山吉永、石君平、石平光、大髙司郎、

田所和雄、棚谷稔、花園文熙、大河原浩 
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国際ロータリーのテーマ 

 

四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 



＜北茨城ＲＣ 西山幹事報告＞ 

明けまして、おめでとうございます。本年もよろしく

お願い致します。 

・27日（土） 第 1分区ＩＭ  

       電車利用（時刻は来週例会にて） 

・来週の例会は、つくば銀行支店長による卓話です。 

皆様の出席をお待ちしております。 

「２０１６－１７年度 RI 会長賞」受賞しました 

沼田操直前会長

の「やる気」の賜

物であった「RI

会長賞」その証が

年末に届きまし

た。高萩ロータリ

ークラブは、2020

年に 50 周年を迎えます。昨年度はクラブの更なる活

性化のために国際ロータリークラブ会長賞にチャレ

ンジし、必須項

目の他、会員増

強と維持、財団

への寄付、オン

ラインツールの

活用、人道的奉

仕、新世代、公

共イメージとい

う各ジャンルから、それぞれ必要項目数を達成し、全

体で 15 項目以上達成することが求められているとこ

ろ、22 項目を達成し受賞の栄に輝きました。 

また、1992-1993 年にこの国際ロータリー会長賞が

創設以来、3 回目の受賞となりましたが、とても単年

度で獲得出来ることではなく、会員の皆様のご協力と

長年の歴史の中で、先人の努力の積み重ねがあって、

初めて達成できたことです。 

高萩ロータリークラブは、国際ロータリークラブ会

長賞受賞クラブという、新たなる栄誉を獲得し、これ

からも社会貢献できるクラブであり続けましょう。 

 

高萩ロータリークラブ RI 会長賞 受賞歴 

① 1992‐93 年度 RI 会長賞  

会長：関山武光（故人）、幹事：大高智衛 

② 2004‐05 年度 RI 会長賞  

会長：江尻寛、幹事：小林朝生 

③ 2016‐17 年度 RI 会長賞 

会長：沼田操、幹事：小森勇一 

RI 第 2820 地区では、56 クラブ中 5 クラブ（高萩

RC、日立 RC・日立北 RC・古河東 RC・つくば学園

RC）が受賞しました。 

 

＜北茨城ＲＣ表彰者＞ 

・米山功労者 村山潤一会員 

・ロータリー財団ベネファクター  

菅野しのぶ会員 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 

【本日のお客様】  

米山奨学生 魯楊志誠様 

 

■ メークアップ 

今川隆さん：１月９日 県北ローターアクト例会 

 

【ニコニコ BOX】 

 

瀧慶治さん：新年会への出席は久しぶりです。今年も

両クラブ仲良くまいりましょう。 

小宅和彦さん：新年明けましておめでとうございま

す。高萩 RC、北茨城 RC合同新年会です。皆さん楽

しんでやりましょう。 

柴田勝則さん：新年おめでとうございます。今年もよ

ろしくお願い致します。 

菅野しのぶさん：新年おめでとうございます。本年も

お世話になります。どうぞ、宜しくご指導お願い致し

ます。 

平賀としえさん：新年明けましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願いいたします。新年会お世

話様になります。 

茅根修善さん：今年もよろしくお願い致します。 

村山潤一さん：本年も宜しくお願いします。本日のプ

ログラムも楽しみにして来ました。 

熊田栄さん：RC杯柔道大会では大変お世話になりま

した。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

鈴木直登さん：人と人との繋がり。大きな財産。病院

の待合室だってどこでだって。 

田所和雄さん：真実かどうか、みんなに公平か…四つ

のテストはロータリアンの行動指針ですが、私の政治

活動の行動指針にもするつもりです。本年も宜しくお

願い致します。 

大髙司郎さん：合同新年例会を祝して 

大河原浩さん：今年一年、よろしくお願いします。本

日の新年会楽しみましょう。 

上田良三さん：高萩 RC、北茨城 RC のみなさん明け

ましておめでとうございます。今年も宜しくお願いし

ます。永山捷平さん、鈴木国男さん 

 



 

石平光さん：新年お目出とうございます。合同新年

会盛会を祈ります。今年もよろしくお願い致しま

す。 

石川武信さん：新年おめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します。 

花園文熙さん：誕生月です。合同新年会楽しくやり

ましょう。 

棚谷稔さん：高萩 RC・北茨城 RCの皆様、明けま

しておめでとうございます。今年もよろしくお願い

いたします。 

福田文乃さん：合同新年会、楽しみましょう。 

小森勇一さん：新年おめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。 

沼田操さん：新年明けましてお目出とうございま

す。今年もよろしくお願いします。 

 

    本日計  ２３，０００円 

    累 計 ４６８，５００円 

 

【ロータリー財団】 

    本日計   ５，０００円 

累計 ６６４，８００円 

【ポリオプラス】 

    本日計       ０円 

累計  ７９，１００円 

【米山記念奨学会】 

    本日計   ７，０００円 

累計 ２７０，０００円 

 

 


