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来月： 青少年奉仕

４月１８日の例会より

『 高萩 RC 桜の植樹について 』
石君平：社会奉仕副委員会
イアン H.S.ライズリー RI 会長は、２０１７
－１８年度の会長テーマ「ロータリー；変化をも
たらす」を掲げ、持続可能な奉仕というロータリ
ーの目標にとって、環境保護と温暖化抑制も極め
て重要であると訴えて、今年度の具体的活動とし
て、2018.4.22 の「アースデイ」までに、各クラ
ブで会員数と同じ数の植樹をするように呼び掛
けています。高萩 RC 鈴木会長は、今年度の事業
計画の中で「社会奉仕
はアースデイを念頭
に植樹を検討する」と
して、関係先と折衝を
重ねてきました。
但し、社会奉仕委員
会では植樹する場所
が確定してないこと
もあり、当初の事業計画に挙げませんでした。社
会奉仕委員会としては、会長方針を実現するため
に事業計画に挙げるべきであったのに、取り上げ
なかったことは、担当委員会として会長方針を十
分に理解せず反省点であります。
鈴木会長は、高萩市に返還された営林署上君田
事業所の跡地に桜を植えることを検討してきま
した。
４月８日に高萩市の了解を取り付けましたの
で、急ではありますが５月６日に植樹祭を実施す
る計画を立て、先ほどの臨時理事会にて承認を受
けました。
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なお、詳細についてはまだ詰まってない事項も
ありますが、桜を植える時期は５月上旬がタイム
リミットなので、RI 会長方針を実現するために、
「上君田の高萩 RC 桜の植樹」に関して発表しま
す。
資金面では、桜の苗木代（３０本―９万）や看
板・表示等で１５万円程度が見込まれますが、社
会奉仕委員会の今年度予算３０万円と予備費で
賄えると考えております。
今回の急な実施計画提案に対し、社会奉仕委員
会の今までの動きとして、緩慢すぎ「任務怠慢で
ある」とのご指摘もあろうかと存じますが、――
―いつものフレーズですがーーーロータリーの
友情に免じてご容赦いただき、ご協力を願いま
す。なお、桜の植樹についての説明は。
「高萩市」
や地域「桜賞会」と折衝をし、植樹する場所を選
定・確保し、植樹する方法や桜賞会とのかかわり
方等について具体的に検討してきた鈴木会長に
お願いいたします。
会長説明
植樹作業：２０１８
年５月６日（日曜）午
前１１から。場所：高
萩市上君田７８３番
地（旧上君田森林事務
所跡）他２か所。植樹
木：桜苗木３０本。準
備：記念碑。協力：桜
賞会会員、みどり工房

担 当
プログラム委員会

４月１８日 出席報告
会員数 出席者
欠席者
３０
１５
１１
出 席 率 ： ５７．６９%
前々週訂正 ： ８０．７７%
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1.真実かどうか

会報委員：上田良三、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

１．

2.みんなに公平か

遺言

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

鈴木直登会長あいさつ

には大変お世話

私の任期も残り７５日となりました。多くを学

になりました。１

ぶ機会に恵まれました。今朝パソコンを開くと財

年間、共にロータ

団に関する月次実績寄付一覧の最新情報が配信さ

リー活動ができ

れていました。当クラブは皆様のご理解とご協力

たのは、得るもの

を頂き目標をクリアーしております。他方、０％

が多くあり人生

のクラブが２８２０地区内に２つあります。互い

の中でも貴重な

にメールでやり取りしていますが理由はわかりま

体験でした。お世

せん。藤井総括委員長も「二つのクラブは何か問

話になりありがとうございました。

題があるのか」と疑問を呈しています。米山の寄

日立 RC の歴史は、１９５３年（昭和２７年）に

付金につきましてはそれぞれ多くの意見があるこ

スタートし、過去４名のガバナーを輩出、現在は

とは昨年のエレクト会議で承知いたしました。又、

清水清さん、藤居彰一さんのお二人が所属してい

８月のガバナー公式訪

ます。パストガバナーになると、地区や RI の活動

問例会時にも保延ガバ

が増え、クラブ例会出席が減りますが地区や RI

ナーから留学生に対し

のことが詳しく聞けるので大変助かります。日立

て意見がよせられまし

RC の６５周年記念式典は、６月５日（火曜）で覚

たし、会長会議におい

えやすいですので、是非多くの皆様にご出席をお

ても複数のクラブから

願い致します。場所は当クラブ例会場の天地閣と

留学生の偏り、中国と

なります。１５時登録開始、懇親会終了は１９時

の国交問題等が提起さ

半を予定しています。皆様お誘いの上、登録をお

れました。こうしたこ

願いいたします。

とは理解していますが、国際財団が「０」とは「な

高萩 RC さんも２０２０年に５０周年を迎える

んで」になります。今日は日立ロータリークラブ

ことになりますが、式典準備については当クラブ

から金澤パスト会長がお見えになっております。

の良い情報も共有しながら一緒にお祝いをしたい

宜しくお願い致します。

と思います。貴重な時間ありがとうございました。

幹事報告
・第３分区ガバナー補佐変更のお知らせ

４月４日実施、会員満足度アンケート集約結果に

・４月２３日、地区ゴルフ大会組合せ案内

ついて

・６月５日(火)日立 RC ６５周年記念式典案内

説明：福田文乃幹事

～日立市ホテル天地閣、登録受付 15 時～

当クラブではク

・５月２３日、新旧ガバナー補佐訪問

ラブ運営の継続的

・５月１２日、第１分区会長幹事会開催案内

改善を目的として

・米山寄付金納入明細

全会員にアンケー

委員会報告：棚谷稔 親睦家族委員長

トを実施いたしま

５月１１日の観桜会、お世話になりました。

した。

５月１６日、三団体合同例会予定（担当：高萩青

アンケート回答：

年会議所）
、詳細未定

１９名（６５．
５％）、参照：アン

日立ロータリークラブ「創立６５周年記念式典」

ケート集計結果。

記念事業実行委員長：金澤好利

全体的に例年の結

様

本日は貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとう

果と大きな変化は

ございます。日立 RC ６５周年のご紹介とご案内に

ないが、改善点は次年度運営に生かし、改めてク

伺いました。私は日立 RC 直前会長でしたが、高萩

ラブフォーラムを実施し皆様とフリーディスカッ

RC さんには直前ガバナー補佐の大髙司郎さん、直

ションをしたいと思います。

前会長の沼田操さん、同じく幹事の小森勇一さん

「会員の趣味紹介」
茨城新聞(4/19)に掲
載された、そば打ちで
【本日のお客様】

おなじみの棚谷稔会員

金澤 好利様

日立 RC

の記事です。御承知の
通り、常陸そばを使っ
た手打ちそばはとにか
く美味しく、既に趣味
の域を超えています。
北方蕎麦の会では若い
会員募集中です。
一度参加したらやめられない「国際大会の魅力」
毎年開催されるロータリーの国際大会は、新し
い場所を訪れ、現地の文化を体験し、新しい友人
との出会いや茨城ナイトが楽しめる行事。それだ
けでなく、世界でよいことを行うという目標を共
にする世界のリーダーとアイデアを交換する機会
でもあります。
過去 10 年間、
ロータリアン
は次の場所で
国際大会に参
加してきまし
た。
バーミンガム（英国）
、モントリオール（カナダ、
ケベック州）
、ニューオーリンズ（米国、ルイジア
ナ州）、バンコク（タイ）
、リスボン（ポルトガル）
、
シドニー（オーストラリア）、サンパウロ（ブラジ
ル）、ソウル（韓国）
、アトランタ（米国、ジョー
ジア州）そして、2018 年の国際大会はトロント（カ
ナダ）で開催されます。

【ニコニコ BOX】
石君平さん：本日の例会、社会奉仕委員で担当し
ます。桜の植樹よろしくお願いします。
花園文熙さん：金澤さん色々お世話になってます。
日立 RC ６５周年おめでとうございます。
沼田操さん：毎日はっきりしない天気ですね。年
を取ると体にこたえますね。
福田文乃さん：金澤さん、ようこそ。
石平光さん、石川武信さん
大髙司郎さん：金澤好利様、本日のメークアップ
歓迎致します。６月５日の日立 RC ６５周年記念
式典、今から楽しみです。当日は喜んで出席しま
す。
鈴木直登さん：たらの芽、コシアブラ。いつもよ
り２週間早い天ぷらはやっぱりうまい。酒もすす
む。
大河原浩さん：金澤様、本日はようこそ高萩 RC
へ！！いつもお世話になりありがとうございます。
棚谷稔さん：日立 RC 金澤好利様ようこそ。
江尻寛さん、田所和雄さん
小森勇一さん：アジサイ道路がコンクリート舗装
され、よくなりました。
上田良三：ボストンマラソン川内優輝日本選手３
１年振りの優勝。ゴルフ米ツアー小平智初優勝。
女子サッカー中国を破り決勝進出。日本人の活躍
が目立つ素晴らしい。
本日計
１５，５００円
累 計 ６７２，０００円
【ロータリー財団】
本日計
３，０００円
累 計 ７３３，４００円

～国際大会開催まで 2 カ月余りとなりました～
今からでも申し込み可能♪♪♪
今後の国際大会の予定：

【ポリオプラス】
本日計
０円
累 計
８２，３００円

2019 年ハンブルグ（ドイツ）6 月 1～5 日
2020 年ホノルル（米国ハワイ州）6 月 6 日～10 日
2021 年台北（台湾）6 月 12 日～16 日
2022 年ヒューストン（米国テキサス州）6 月 4 日
～8 日

【米山記念奨学会】
本日計
９，０００円
累 計 ３７８，５００円

