
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間    今月： 青少年奉仕 月間    来月： ロータリー親睦活動 月間  
 

５月２３日の例会より 

『ローターアクト報告』 

《鈴木直登会長挨拶》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月は青少年奉仕月間です。日本は少子化が進み、

特にこの県北は将来の町の形態に大きな問題を投

げかけています。 

そんな中、新潟の小学生殺害事件には大きな驚

きです。がもっと驚愕したのは日本大学のアメフ

ト部事件です。青少年を健やかに育てなければな

らない大人が、しかも教育関係者がルールを無視

したことを生徒に強要するとは。 

違反を犯した学生は親を伴い謝罪に出向きまし

た。私は、彼は大きな試練に立っていますが、記

者会見を観て高潔性のある学生だと感じました。

逆に大学側監督の情けなさを大いに感じました。 

ロータリアンに求められる高潔性、この事件に

ついて改めて学ばしていただきました。 

今日はＲＡＣの中の会長から卓話をいただきま

す。多くの各ロータリアンと接していろんなこと

を学ばれたことでしょう。 

こうした経験をこれからの未来に生かしていた

だきたいと心から願っております。 

《福田文乃幹事報告》 
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《第 1 分区新旧ガバー補佐御挨拶》 

〈2017-18 年度 木本ガバナー補佐 (日立南 RC) 

  

。私が日立南 RC

の会長の時、高萩

の江尻さんがガバ

ナー補佐で色々お

世話になりまし

た。また私の前任

者の大髙さんに教

えて頂きました。

トロントの IR 世界大会に行くので、1 年にはあと

一ヶ月と一週間ありますが、早めご挨拶に参りま

した。お世話になりました。 

 

    

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  5 月２３日 出席報告 

５月 23 日 三団体合同例会 会長・幹事 会員数 出席者 欠席者 

5 月 27 日 地区大会 会長・幹事 30 １５ １０ 

5 月 30 日 休会（地区大会振替）  出 席 率 ：57.69   % 

6 月 6 日 年次計画(プログラム) 会長・プログラム委員会 前々週訂正 ：73.０８   % 
 
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.fc2com/ 例    会 ： 毎週水曜日 12 :30～13:30  

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



〈篠原 第1分区ガバナー補佐エレクト(北茨城)〉 

 私が高萩 RC

にお邪魔致しま

すのは 2 回目で

す。震災前で亡

くなった村田会

長と幹事として、

伺いました。

色々とプロジェ

クトを一緒にやらせていただき親クラブでもあり

尊敬しております。ガバナー補佐を引き受けるこ

とになりました。引き受けたので一生懸命やりま

すが、大髙さんのようにはいきません。あと一ヶ

月あり勉強したいと思います。福田会長,大河原幹

事と力を合わせてやりますのでよろしくお願い致

します。 

 

《会員満足度アンケートの 

クラブ・フォーラム》 

高萩 RC の今後の方向づけとして 4 月 4 日の例

会で「会員満足度のアンケート」を行いその集約

を 4 月 18 日の例会で発表し、またその内容につ

いて 5 月 2 日午後 5～7 時、出席者 12 名大髙司郎

会員を司会者にクラブフォーラムをフリーディス

カッションで行いました。 

 アンケートの結果を巡って、クラブの長所など

に関する評価を確認。さらに、新入会員の情報支

援、内容の説明、オリエンテーションのことや、

夜の移動例会の評価、おいしい食事をどう準備す

るか、また、新鮮味のあるプログラムのことなど、

活発な意見交換ができて大変良かった。2 時間に

わたる話し合いの内容は、次年度の計画作成にあ

たって、検討、配慮していきたいという、福田会

長エレクト、大河原幹事エレクトの決意も披瀝さ

れ、大変効果的な討論会となった。 

 アンケート分類 9 つの大項目、51 小項目につい

て各検討を行ったがその一部を記します。 

 

 

《地区協議会報告》先週未発表委員会 

〈青少年委員会 今川隆委員長〉 

少年奉仕プログラムに

は大きく４つある。 

１インターアクト 

１２歳から１８歳まで

の青年男女が入会。 

ロータリアンと同じ精

神で、中学、高校のクラ

ブ活動としての奉仕活動を行い、将来のロータリ

アンを育成する。第２８２０地区は５クラブあり、

第一分区は日立港ロータリークラブ所属の茨城キ

リスト学園高校である。今年度は、昨年８月２０

日に、水戸ロータリークラブ所属の水上高等学校

インターアクトクラブがホストとなって、年次大

会を開催した。 

２．ロータアクト 

ロータアクトクラブとは、１８歳から３０歳まで

の青年男女を対象に、奉仕を志向とする市民と指

導者を育成するために設立されたロータリークラ

ブが提唱する世界的な団体です。日本では、３３

地区３００クラブ３３００会員（2018.3現在）で、

２８２０地区では９クラブ６７名の会員がいる。 

地区ロータアクトの課題としては、クラブ数やロ

ータアクトの不足、減少にあり、全国３３地区で

最低レベルである。そういう中でも今年３/１７,

１８日に行われた第３０回全国ロータアクト研修

会を盛況に終えることが出来た。 

今後の目標としては、インターアクターからロー

タアクターへ、そしていつかはロータリアンにと、

ロータリーファミリーを構築していくことである。 

３．ＲＹＬＡ（ライラ） 

ロータリー青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬ 

Ａ）は主にインターアクト、ロータアクト等、年 

齢１３~３０歳の若者を対象に、スキルと人格を養 

い、奉仕、高い道徳的基準、平和といった価値観 

を学ぶ機会を提供することを目的としている。 

今年度は、昨年１０月７日~９日にかけて大洗にあ

る“茨城県立児童センターこどもの城”で開催さ

れました。今年度は、ロータリアンの日帰り参加

者も含め、総勢１２０名となり盛り上がりました。

我がクラブの米山奨学生の魯楊志誠君も参加した。

しかし全体的にロータアクトの参加が少なかった。 

４．青少年交換 

 １５歳から１９歳を対象とした交換留学の青少

N

o 

大 項 目 対   応  案 

2 会員.雰囲気 友愛コーナー再開．現況報告書に外部卓話によ

り魅力増大 

3 例会 夜の例会(年 4 回)は出席向上に貢献しない要検

討.夜の例会に代わり魅力ある外部卓話者選択 

４ 奉仕プロジェ 

クト 

社会・国際奉仕のプロジェクトが少ない． 

青少年奉仕は今川、小森委員に負担集中してい

る。委員数増大と他委員会との連携強化を図る

べき 

５ クラブコミュ

ニケーション 

会員に情報連絡が不十分．会員限定の炉端会議

.飲食会開催．理事会議事録配布必要 



年育成プログラムで、ＲＩの直轄事業です、日本

は約５０年の歴史があり、５０か国以上約２００

名の学生が留学しました。ロータリアンの子弟も

参加でき、７月上旬に各クラブに留学希望者の文

書が行き、書類選考、面接、研修の後、来年１月

中旬には派遣先が決まる予定です。また、青少年

交換プログラムの危機管理に関する条件も確立さ

れてきました。 

〈米山記念奨学生委員会 沼田操委員長〉 

次年度の 2820 地区

の米山奨学生の受

け入れは３ 1名です。 

高萩 RC は中国の

林鈴（リンリン）さ

んです。 

準クラブは北茨

城 RC です。準クラ

ブには年 4 回以上出席するそうです、当クラブに

は 9回以上例会出席することになります。 

次年度奨学生の国別は中国 10 名、ベトナム 3

名、マレーシア 4 名、韓国 6 名ミャンマー1 名、

ナイジェリア 1名、台湾 1 名、スリランカ 1 名、

メキシコ 1名、ロシア 1名、タイ 1名以上 31名で

す。会員の次年度奨学生へに支援金は一人 25000

円以上で、普通寄付が 5,000円、特別寄付が 2,000

円です。よろしくお願いします。 

《ローターアクト報告》 

茨城県北ローターアクトクラブ経験    

       中野敬太会長 

【茨城県北ローターア

クトクラブ入会の切欠】 

切欠は主に 4つありま 

す。 

①奉仕活動やボランテ

ィアをしてみたい。 

②大学の授業や研究で

は経験できないことがたくさんあるかもしれない。 

③つながりを増やしたい。 

④社会人になる前に社会勉強になるにではないか。 

という 4つがきっかけで入会しました。 

【クラブ概要、活動報告】 

設立して現在 3年目を迎え、会員数は 8名で活

動をしております。今年度のクラブターゲットは、

「Step Up！」です。昨年度気づいた基礎を次の段

階へ進めていきたいという思いで決めました。 

主に今年度行ってきたクラブ内容は、９月に地元

のお祭りであるよかっぺまつりに出店しました。

同月末には 2820 地区行事である地区交流会をホ

ストしました。11 月には、JCI 様主催のキャンド

ルナイトボランティアに私たちのクラブも参加さ

せていただきました。11月末には御岩神社・きら

らの里体験例会やスラックライン体験例会を行い

ました。これは当クラブのイチオシ事業であり、

地元茨城県北の魅力を体験し発信する例会となり

ました。今後も県北の魅力を体験する例会がまだ

まだありますので是非一度、茨城県北 RAC の例会

に遊びにおいでください！ 

 また、提唱 RCと密接な関わりを持った活動とし

ては、地元の祭りであるおおみか祭りで薬物乱用

防止募金活動や、全国野球大会やパンポン大会、

英語スピーチコンテストでのお手伝いなどを行い

ました。今後とも提唱 RCの例会や活動に積極的に

参加していきたいと考えております。 

以上のように、一年を通して STEP UP いうクラ

ブターゲットのもと県北メンバーみんなで活動を

行ってきた結果、第 26回地区大会において地区代

表より地区功労賞を頂くことができました。今後

もこれを励みに、活発な活動を進めてまいりたい

と思います。 

【ローターアクトを経験して学んだこと】 

私はローターアクトに入会して 3年を終えよう

としますが大変たくさんのことを経験、勉強させ

ていただきました！ 

全国各地の活動に参加し、茨城に招待することで、

全国に友達がたくさんできました。クラブの会長

を経験することで、イベントの企画力やリーダー

シップの向上に努めることができました。提唱ロ

ータリーの皆様との交流をたくさん持つことで、

知識や教養、マナーを学び社会勉強ができました。

結果として就職活動に活かすこともできました。 

 これらの経験からローターアクトの活動は 18

歳から 30歳という限りがありますが、その年齢を

満たしている方は必ず入会することをおすすめし

ます！学校では学べないローターアクトだから学

べることが多々あり、若い今の時期だからこそそ

ういった経験をするべきだと感じました。私自身

ローターアクトに入会してほんとによかったと心

の底から感じます！もし、ロータリアンの皆様の

ご家族や会社の若手社員、ご友人など興味のある

方がおりましたら一度私たちの例会に体験・見学

に誘っていただけると幸いです。 

このような機会を頂き誠に有り難うございました。 



【お客様】 日立南 RC 木本 貴一 様 

      北茨城 RC 篠原 裕治 様 

      RAC    中野 敬太 様  

【メークアップ】 

５月１０日 RAC例会  今川 隆さん 

５月１２日 第５回会長・幹事会 江尻 寛さん 

５月１２日 植樹事業  

鈴木 直登さん、石 君平さん、石 平光さん、

花園 文熙さん、鈴木 国男さん、田所 和雄さ

ん 

５月１９日 第１回ロータリー財団委員会 

鈴木 直登さん 

【ニコニコ BOX】 

小森勇一さん：５３年目の結婚記念日です。お花

ちょうだいしました。ガバナー補佐よろしくお願

いします。 

上田良三：「法務省」名乗る架空請求はがきが来

ました。ひっかかるような巧妙な文面。詐欺です。

気をつけましょう！ 

石君平さん：木本さん一年間ご苦労さまでした。

篠原さん次年度よろしくお願いします。 

花園文熙さん：木本ガバナー補佐、篠原ガバナー

補佐エレクト御来訪ありがとう御座います。 

江尻寛さん、鈴木国男さん 

沼田操さん：木本さん、篠原さんお世話に成りま

す。 

福田文乃さん：木本さん、篠原さん、中野さん、

ようこそ。 

今川隆さん：中野君！卓話頑張って！！５月は私

の誕生月です。今年も１年、色々と精進して参り

ます。 

石川武信さん：新旧ガバナー補佐ようこそいらっ

しゃいました又ローターアクトの中野様卓話楽し

みです。 

大髙司郎さん：木本 AG、１年間お世話になりまし

た。篠原 AGエレクト、次年度のご指導よろしくお

願い致します。 

鈴木直登さん：中野会長ようこそ。緑美しい奥茨

城へようこそ。 

大河原浩さん：ガバナー補佐木本貴一様、ガバナ

ー補佐エレクト篠原裕治様、県北ローターアクト

クラブ会長中野敬太様、ようこそ高萩 RCへ、本日

はよろしくお願いします。 

田所和雄さん：爽やかな気候につられて、朝のウ

ォ―キングを始めました。気分も爽快になりまし

た。 

 本日計  １６，０００円 

 累 計 ７２３，５００円 

【ロータリー財団】 

    本日計   ３，０００円 

累 計 ７４０，４００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   ４，０００円 

累 計 ３９３，５００円 

 

 

 

 

 


