
 

 

 

 

 

 

 

２月２８日の例会より  

『クラブ協議会』 
  
《鈴木直登会長挨拶》 

２月１日秋山中学校、２

３日高萩中学校での「出

前授業」終了いたしまし

た。「職業奉仕・青少年

奉仕委員会」ありがとう

ございました。職業を選

ぶ・職業を考える。自分

の当時を思い置き換えて考えてみる。想像もつき

ません。職業という観点から一つのお店を考える

といろんな仕事が、担任が見えてきます。今、国

会では「働き方改革」が論議されていますが、新

聞報道だけでは内容が理解できないでいます。 

少子高齢の時代若い人がますます減っていく中

で職業の在り方が大きく変わってそんな中で

「夢」を大切に「夢に向かって」進んでいく子供

たちにエールを贈られたらなーと改めて考えさ

せられました。 今日は明秀学園日立高等学校理

事長の小野勝久様がお見えになっております。ご

案内の通り学園は３月２３日開幕する甲子園で

の野球大会に選抜されました。この後ご挨拶を戴

きます。宜しくお願い致します。 

 

《クラブ協議会(2017－18 年度上期の 

事業報告・会計報告)》 

＜福田文乃幹事＞ 

本日のクラブ協議会は、上期事業報告・会計報

告をお願いします。本年度の地区研修会で、マイ

ロータリーを活用し価値ある奉仕と行動するこ

とを期待したいとの話がありました。 

その  (マイロータリ

ー) 中に通帳・帳簿・

領収書等の財務管理

についての事項があ

り、不足・不充分な所

は補足をしたいと思

います。本日は５大奉仕を中心に本年度上期終了

の現在までのクラブ事業報告・会計報告をお願い

致します。今年度末の６月には各書類を含めて充

実した内容の引継ぎが出来るよう重ねてお願い

致します。 

 

《明秀学園日立高等学校甲子園出場支援依頼》 

理事長の小野勝久さんと事務の鈴木建徳さん

が来訪され阪神甲子園で３月    

２３日から開幕する第９０回記念選抜高等学校

野球大会に明秀学園高等学校が出場するので募

金をお願いしたいと支援の話がありました。募金

趣意書とポスター、募金額一口 5000 円の振込用

紙が配布された。 

《青少年奉仕委員会関係の予算執行状況》 

＜小森勇一副委員長＞ 

本年度、当委員会は、地区補助金１０００米ドル

を申請受領し予算化している。総額は、本年度

455,000 円である。 

  

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  2 月２８日 出席報告 

3 月 ７日 卓話：:米山奨学生 米山記念奨学会委員会 会員数 出席者 欠席者 

３月 14 日 クラブ協議会 会長・幹事 ２９ １５ １２ 

３月２１日 休日（春分の日）  出 席 率：５５．５６  % 

３月２８日 PETS 報告 会長エレクト 前々週訂正：８０．７７  % 
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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 四 つ テ ス ト 
言行はこれに 
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前半に今年度は活動

が活発で、順調な展開

である。 

１ 助成金の支出：助

成した団体は、茨城県

青少年育成会議、および会員企業である、オーシ

ャン水泳大会である。前者は大きな青少年のため

の組織で、ほかにもいくつかのクラブが助成して

いる。挨拶運動とか、高萩市青少年相談員の活動

とか、地味だが重要な活動を展開している。これ

を助成、賛同するクラブは見識が高いと評価でき

るのではないかと思う。オーシャン水泳クラブは、

会員の企業であるが、地域のスポーツ関係企業と

して、もっと評価されるべきと考えている。２ ロ

ータリー杯少年柔道大会： 柔道大会は、33 回と

なり、経費は、北茨城ロータリークラブと折半し

ている。主な支出は、メダル、参加賞、審判役員

謝礼（シャーペン、ボールペン）などである。３ 

スピーチコンテスト：当クラブの、主要な奉仕活

動として、事業費の 33％の地区補助金を申請し、

実施している。主な支出は、参加する子供たち、

今回は 44 名への参加賞図書券、優秀賞ディズニ

ーチケット代、審査員旅費、会場費などである。

なお、市内の全生徒に広報するため、４ページ見

開きの案内・申し込みチラシ２５００枚を作成し

配布している。公共イメージを高めていく経費と

しては、妥当なところと考えている。４ 出前講

座：こどもたちの未来へ慈愛の種をまき、手を貸

そうと、秋山中学校と高萩中学校で、出前授業を

実施している。経費は、民間講師パネラーへの旅

費である。今年度は、秋山中２名、高萩中５名。

なお、消防士については公務員ということで、旅

費をご辞退されるので、後日御礼のご挨拶に伺っ

ている。以上が支出の主たる項目であるが、本年

度は特に下記の支出が増えている。５ 県北ロー

ターアクトクラブ支援：長年の懸案であった、ロ

ーターアクトクラブが創立され、昨年来 ホスト

クラブの一員として支援を進めている。支援の負

担金、並びに、活動への参加登録費が増加し、青

少年奉仕委員長の、強力な支援活動と相まって支

出している。６ その他：英語スピーチコンテス

トには、ローターアクトクラブの皆さんの熱心な

協力があり、終了後、反省会を開催、労をねぎら

い懇談した。 

 

《ロータリー財団委員会報告》〈大髙司郎委員長〉  

上期が終了し、R 財団委員会は年度事業計画を

達成状況にある。当 RC長年の課題である年次寄付

とポリオプラス寄付は ①年次寄付目標 会員 1

人 150＄（年次寄付 130＄、ポリオプラス 20＄）

に対し、2月末現在年次寄付 1人平均 185＄（達成

率 142％）、ポリオプラス 1 人平均 26＄（達成率

130％）と達成、会員皆様の御協力に感謝申し上げ

る。 ②その他の事業計画においても、11月 R財

団月間の出前卓話を始めとして計画通り推移。グ

ローバル補助金事業については国際奉仕委員会と

連携を持って、当クラブとして何が出来るか模索

中の段階。また、本年度予算 20,000円に対しては、

2月末決算額 3,240円と予算内で推移中。 

【本日のお客様】  

明秀学園日立高等学校：小野勝久様、鈴木建徳様 

２月２３日 出前講座 高萩中  

江尻寛さん、小森勇一さん、大髙司郎さん 

石平光さん、鈴木直登さん、今川隆さん 

【ニコニコ BOX】 

鈴木啓志さん：明秀学園日立高等学校、甲子 

出場おめでとうございます。田所和雄さん、江尻 

寛さん、鈴木国男さん ：鈴木直登さん：ファイ 

ト、フェアプレイ、フレンドシップ。フレーフレ 

ー明秀！福田文乃さん：早く、春よ来い。大髙司 

郎さん：３月３日は節句祝い、地区チーム研修セ 

ミナーが悩ましい。花園文熙さん：春よこい、 

早くこい。大河原浩さん：今晩から明日にかけて 

春の嵐だそうです。皆様お気を付け下さい。石川 

武信さん、永山捷平さん 小森勇一さん：３月は、 

春ですが、多忙で大変です。皆様、ご自愛くださ 

い。石君平さん：明日から３月。時間の早さにお 

どろいています。沼田操さん：冬季オリンピック 

も終りいっぱい感動を有難う。２年後の東京オリ 

ンピックの成功楽しみです。上田良三さん：結婚 

月のお花ありがとう。たいへん素敵でした。コメ 

ントには感激しました。福田さんが考えた文です 

か。 

    本日計  １５，０００円 

    累 計 ５６７，５００円 

【ロータリー財団】 

    本日計   １，０００円 

累 計 ７０４，１００円 

【ポリオプラス】 

    本日計       ０円 

累 計  ８２，３００円 

【米山記念奨学会】 

    本日計   ３，０００円 

累 計 ３１５，５００円 


