
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間     今月： ロータリー親睦活動月間  月間： 
 

平成 30年６月６例会より 

『年次計画（プログラム）』会長・プログラム委員

会 
   

 皆さんにペーパー

が配布されていると

存じます。次年度の

プログラムについて

説明をさせて頂きま

す。  

 このプログラム作

成にあたってのコン

セプトは「楽しめる例会」であります。   

これを作成するにあたり 5月 24日に、福田・大河

原・大高・江尻の各氏と小生が打合せを行い作成

いたしました。特に大高さんには会場から練り直し

の手間をお掛け致しました。ありがとうございまし

た。   

 例会の中に卓話が沢山企画されています。これは

会員相互の理解と融和を深める   

ものと捉えています。毎回 2人として 15分の卓話

を考えています。   

 それでは 7 月からのプログラムについて説明を

させて頂きます。   

 先ずは８月第一例会は会員増強フォーラムが組

まれています。本年度３名の退会者がいます。新会

員は１名桜井さんです。５０周年を迎える当会とし

ては３０名の会員確保に向け真剣に取り組まなけ

ればなりません。この例会は９月に開催します。

   

８月第三例会では「公共イメージ向上取組」を取り

入れました。   

   

   

「奉仕の精神」について地域からの理解を更に高め

る必要があります。これも会員を増やすことにも繋

がります。   

８月第四例会はお待たせいたしました桜井さん出

番です。イニシェーションスピーチお願い致しま

す。菊地さんもよろしくお願いいたします。 

１０月２４日には今日お出での留学生「林鈴」さん

３０分宜しくです。   

９月にはクラブ協議会として当会のメイン事業で

あります「英語スピーチコンテスト」について十分

な事前打ち合わせを行い１１月２５日に予定しま

した本番をつつが無くと計画いたしました。 

  

 １２月の１２日は場所を変え新そばを打ちなが

らの例会を企画いたしております。  

棚谷さん宜しくご指導ください。   

１月は北茨城との合同例会とＩＭ担当が北茨城で

すので２回移動例会になります。 ２月と３月に

外部卓話を企画いたしてありますが、どちらかで

「我が国の安全保障」   

との言うことで観点から自衛隊の幹部を講師に考

えております。   

又、菊地さんの会社では「経済について」の専門講

師を派遣させることも可能です   

ので協議していく事としています。   

これがすべてではありませんが、卓話・会員皆さん

の卓話が「主役」です。   

取組方宜しくお願い致します。 

   

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ６月 ６日 出席報告 

6 月 13 日 次年度への引継ぎ 各委員会 会員数 出席者 欠席者 

6 月 20 日 一年回顧 会長・幹事 ２９ １７ ８ 

6 月 27 日 反省会 会長・幹事 出 席 率 ： ６８．００ % 

7 月 4 日 新年度方針 会長 前々週訂正 ： ８２．１４ % 
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英語スピーチコンテストの各団体、個人への後援、ご招待等の文書の送付もほぼ

終わりました。また、審査員も大体決まりまして、着々と準備が進んでいるとこ

ろです。 

2017～2018 年度国際ロータリー第 2820 地区ロータアクトの第 26 回地区大会

記念事業である NPO 法人動物愛護団体 One life への寄付をお願い申し上げま

す。ご寄附頂きたいものとして使用していらなくなった布団、毛布、タオルケッ

ト、バスタオル等です。お陰様で大分沢山集まっておりますが、期限が 11/19 ま

でありますのでご協力お願いいたします。 

県北ロータアクトの人頭分担金助成のご賛同ありがとうございました。 

RY CLUB 
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国際ロータリー第２８２０地区

1970年 10月 30日設

立 

20 17 -2 01 8 

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 



 

会長挨拶 鈴木 直登会長 

先月の２７日は早朝よりつくばまで足を運んでくだ

さりご苦労様でした。   

又、２３日は合同例会と昨日は日立ロータリークラ

ブからの６５周年例会に多くの会員が登録を頂きま

した。ありがとうございました。   

さて、地区大会の初日当会はＲＩ会長賞の栄にしま

した。これひとえにメンバー皆様のご協力の賜物で

ございます。心から感謝申し上げますとともに共に、

喜びましょう。   

また、会員の上田良三さんは、財団への功労者とし

て鈴木孝雄ＲＩ会長代理からクリスタル製の表彰品

が贈呈されました。（代理で大高さん受領） おめで

とうございます。   

地区大会が終了し、いよいよ次年度の始動です。高

橋ガバナーエレクト張り切っています。高橋エレク

トは御年６６歳、７月が誕生月。インタ 1号 2号議

案決まーアクトとしての活動に永らく関わって参り

ました。   

引き継ぎを含め会員の皆様充分な打合せどうぞよろ

しくお願いいたします。   

次にお知らせがあります。５月３１日畑で真っ黒に

なっておりました 11 時半過ぎ見かけないパジェロ

が入ってきました。驚いたことに何と中村澄夫ガバ

ナーノミニーが車から降りて参りました。ビックリ

仰天です。「櫻見に来たよ」との事。   

過日皆さんで植樹した櫻を案内させて頂きました。

嬉しい出来事でした。   

 

幹事報告  

福田文乃幹事 

第一例会なので理事

会がありました。 

1 号 2 号議案は無事

とうりました。7月 1

日（日）海岸清掃  

は高萩ＲＣは 7時 30分集合。 

紫陽花の草刈りは年 3回、1回につき 5万円支払う。 

沼野辰三さんから退会します。非常に残念です。 

〇2820 地区 2017-2018 度地区大会出席のお礼がき

ております。 

○茨城県北ＲＡＣより 6月第一例会の案内。6月 11

日１９時 池の川さくらアリーナサブアリーナ 

第二例会登録 17時～ホテルテラス日立 

○2018-2019 年度 青少年奉仕研究会開催の案内７

月１５日（日） １１時登録 三の丸ホテル  

〇2018-2019 年度 ロータリー財団研究会開催のご

案内 ７月１４日登録１０時 ダイアモンドホール 

〇第２回米山委員会開催の案内６月１６日（土）２

時よりつくば山水亭 

〇米山記念奨学会学友会より御寄附のお礼がきてお

ります。 

〇交通安全対策協議会より」総会資料 

〇いきいき茨城ゆめ国体高萩市実行委員会 

第２回総会５月２１日（月）１４時４０分 

     会場高萩市役所４階大会議室 

〇ロータリー財団より年次寄付・ポリオ寄付・恒久

基金寄付一覧表 

〇国際ロータリー為替レート６月現在１１０ドル 

〇各ロータリーから週報がきております。 

 

出席・ニコニコＢＯＸ委員会 石 君平委員長 

本日の出席は 17名です、６８％です。コメント 

はニコニコＢＯＸを参照。 

 

親睦活動・家族委員会 鈴木 国男委員長 

 ゴルフのお知らせです。 

会長杯は 7月 8日になりました。6月 24日に三団体

ゴルフを茨城パシフィックかントリーで行います。 

 

次年度米山記念奨学会 沼田 操委員長 

 ロータリーの友２２ページによねやまだより、「米

山記念奨学事業 50 年のあゆみ」が記載されていま

すので読んでください。 

準クラブは北茨城ＲＣです。年3回8月10月11月。 

 

米山記念奨学委員会 石川 武信委員長 

特別寄付は 6 月です。お忘れの方がいらっしゃい

ましたら、よろしくお願いします 

 

親睦活動・家族委員会 棚谷 稔委員長 

 6月 27日反省会 18時３０分～、鮨仁分店で行

います。出席・欠席を願います。それと月信の９

ページをご覧ください。地区ゴルフ大会レディー

スの部優勝 福田 文乃さんの晴れやかな姿を！ 

 

 

【本日のお客様】  

米山奨学生   林 鈴 様  

 

５月２９日 第１回クラブ協議会 

鈴木啓志、石川武信、鈴木国男、江尻寛、沼田操、

小森勇一、大髙司郎、石君平、花園文熙、棚谷稔、

田所和雄、石平光、福田文乃、大河原 浩、今川隆 

 

【メークアップ】 

５月２８日 RAC例会  

福田文乃、今川 隆 



５月３０日 会員増強セミナー準備 

大髙司郎 

６月５日 日立 RC６５周年式典  

石川武信、江尻寛、沼田操、小森勇一、大髙司郎、

石君平、花園文熙、棚谷稔、田所和雄、 

石 平光、福田文乃、鈴木直登、大河原浩 

 

 

【ニコニコ BOX】 

田所和雄さん：青葉・若葉のきれいなきれいな季節

ですが、草刈りが大変です。今月は誕生月です 

小森勇一さん：鈴木直登年度、あと１ヵ月ですね。 

上田良三さん：宇宙飛行士金井宣茂さん無事帰還。

半年間の任務を終えて。これから多くの人が宇宙

にいく時代になる。大きなロマンだ。素晴らしい。 

石君平さん：梅雨入り間近か。時間の早さに驚いて

います。 

花園文熙さん：今年度最終月になりました。誕生月、

結婚月の方おめでとう御座います。 

江尻寛さん、鈴木国男さん、沼田操さん 

福田文乃さん：誕生月、結婚月の方、おめでとうご

ざいます。今川 隆さん、菊地 一さん 

石川武信さん：結婚、誕生月の皆様おめでとうござ

います。 

大髙司郎さん：結婚月、誕生月の皆様、おめでとう

ございます。 

鈴木直登さん：つくばでの式典心に残りました。改

めて組織のすごさを学ぶことが出来ました。 

大河原浩さん：結婚月・誕生月の皆様おめでとうご

ざいます。地区大会、日立 RC ６５周年、おつか

れ様でした。 

棚谷 稔さん：誕生月、結婚月の方おめでとうござい

ます。 

    本日計  １６，５００円 

     累計 ７４０，０００円 

 

【ロータリー財団】 

    本日計   ３，０００円 

累計 ７４３，４００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   １，０００円 

累計 ３９４，５００円 

 

 

【結婚月の方】 ✿Congratulation✿ 

６/１８ 櫻井高志・明子さん 

 【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆ 

６/１０ 田所和雄さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


