
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間     今月：           来月： 会員増強・拡大 月間  
 

７月 18 日の例会より 

『  各委員会の本年度方針の説明  』 
   
炎暑のなか、お客様を心から歓迎して 

海風が涼しい例会場であるが、本日は、各地と同

じ猛暑の中、3名のビジターが来訪、心から歓迎

申し上げ、例会を盛り上げた次第である。 

 

2005－６年度ガバナ

ー萩原亢雄様（右）、

田中邦明（同しもだ

て紫水 RC幹事）。 

昨年、日韓親善会議

に、当クラより福田会長が参加したことに対し、

団長の萩原氏がお礼を兼ねて、表敬訪問をしたい

とのご挨拶であった。なお、本年度会長になって

いることに、大変驚いたとのこと。 

 ご高齢を案じ、田中幹事が随行してくださっ

た。12 年前の公式訪問と変わらぬ懐かしいお話

をいただいたところで

ある。 

 

続いてのお客様は、

日立RCのクラブ管理委

員長の原田実能氏であ

る。昨日大髙さんの卓

話を聞き、早速メーキ

ャップしてくださったそうである。 

そして、福田会長のポリオの話などに、感銘し

ていただき、自分のクラブの外に出る良さについ

て、話してくれた。 

本日は、お三方をビジターとしてお迎えし、充

実した例会になった。 

 福田会長、母と話す ポリオの恐ろしさ 
 私が、ロータリーに入会したころ、全世界でポ

リオ撲滅の運動をしていると話すと、母は、            

「８歳の夏に、戦争が終わったんだけど 

幼馴染が、熱を

出して学校を休

んだの。遊びに

行ってダメ、お

見舞いもダメと

きつく言われた

の。子供心にな

ぜだろうと思っ

たけど、数か月

過ぎたある日、あの子は歩けなくなったと聞かさ

れた。」と、ぽつりと話してくれた。 

 いわゆる小児麻痺です。「高熱が出て、熱が下

がったら、足が動かない状態になってしまった

の。ポリオだったのかな。」と思い出していまし

た。昔はそうなった人は、奥の部屋に閉じ込めら

れて、外出できず、学校も行かせてもらえなかっ

たそうです。 

 昭和 35 年経口ワクチンが導入されました。私

はなぜか、3回飲まされたそうです。今は日本で

は、不活性化ワクチンができ、4種混合で、ジフ

テリア、百日咳、破傷風予防と一緒に、生後 3

か月から接種されています。 

 ポリオは根絶できる病気になりました。10 月

24日は世界ポリオデーです。「ブレス・しあわせ

の呼吸」9月公開、ポリオを生き抜いた人の映画

です。皆さん見に行きましょう。 
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ７月４日 出席報告 

７月２５日 前年度決算・本年度予算/100％出席表彰 会計/出席委員会 会員数 出席者 欠席者 

８月 １日 会員増強フォーラム 会員増強委員会 ２８ 19 7 

８月 8 日 納涼会 親睦活動・家族委員会 出 席 率 ： 73.08  % 

８月 15 日 休会  前々週訂正 ： 80.77  % 
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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 



本年度方針の説明 
クラブ奉仕Ⅱ委員会    

大髙司郎委員長 

１．活動方針シンＲ

Ｉ会長のテーマ「イ

ンーションになろ」

と髙橋賢吾ガバナー

の地区スローガン 

「ロータリーの心と力を地域社会へ」を念頭

に福田文乃会長のテーマは「新たる未来へ」と

した。 

当委員会は「プログラム・雑誌」「出席・ニ

コニコ BOX」「親睦活動・家族」 

「公共イメージ向上」の４委員会によって構

成されている。クラブ内の風通しをよくし、

健全で活気あるクラブづくりをサポートする。

会員同士が互いに知り合い、親睦を深められ

る環境を作り、目標達成に向けた４委員会の

活動をバックアップする。 

 

２．事業計画 

① クラブ奉仕Ⅱ委員会会議を開催し、４

つの委員会と具体的に連携を図りながら

活動する。 

② 参加型の楽しい例会、会員の出席意欲

を促すような例会プログラム（マンネリ

化廃除）を立案する。 

③ 出席の奨励、欠席のメークアップを含

む出席率の向上を目指す。 

④ 魅力あるクラブづくりには会員同士の

親睦が不可欠。通常例会に加えて、 

工夫を凝らし家族例会を充実する。 

⑤ 奉仕活動をホームページや SNS等を活

用し積極的に広報する。 

⑥ コミュニティFMを活用した新たな地域

広報活動を検討する。 

⑦ My ROTARY登録目標を 80％とし、会員

がロ 

ータリー情報や推進ツールを最大限に活用 

できるようバックアップする。 

 

職業分類・会員選考委員会 

           大髙司郎委員長 
大髙委員長は、本委員会も担当しているが、これ

については、定款細則を遵守し進めていくと発表、

会員増強を進めるうえでも、未充填分野を見極め

加入促進を図ることを強調された。また数年来、

会費納入が遅れることケースが指摘されたが、受

け止めて考えたいと述べた。 

出席・ニコニコ BOX 委員会  

  花園文煕委員 

続いては、花園委員長の

報告である。すでに、現

況報告書の記載原稿が

作られておりそれに従

って説明がなされた。 

 

1．活動方針 

（1）出席  ⓵例会だけではなく、あらゆるロー

タリー関連の会合に出席することがロータリ

ー活動の原点であります。 

②会員相互の友情を深め親睦を図るため、他

委員会と協力して出席率向上に努める。 

（2）ニコニコＢＯＸ 

⓵ニコニコＢＯＸの伝統のある和やかな心を

もって、その気持ちが社会奉仕にも広がるよ

うにする。 

２．事業計画 

（１）出席 ⓵例会ごとに出席者数及び出席率を

発表する。 

  ②年間 100％率出席者を表彰する。ホーム出

席率 100％者には特別賞を設ける。 

  ⓷あらゆるロータリーの行事に参加し出席率

をアップする。 

  ④例会を欠席する場合にはメークアップを推

奨する。 

  ⑤欠席の多い会員には会報等でプログラムを

知らせて出席を促す。 

  ⑦欠席をする場合には、事務局に連絡を徹底

し経費の縮減を図る。 

（2）ニコニコＢＯＸ 

  ⓵今年度の拠金目標を 80万円とする。 

  ②祝い・喜び・ユニークな言葉に拠金を添え

て発表し楽しい会とする。 

 出席は義務ではなくて権利なのだという意識を

育てたいということ、また、結婚月、誕生月には、

大いに、奮発していただきたいと強調された。 

 

 親睦活動・家族委員会   石川武信委員長 

 石川委員長、今川副委員長、小泉委員と初めて

の委員さんと４人体制でスタートである  

１ 活動方針 

①  家族を含めた会

員相互の親睦融和

を図るとともに親

しみの持てる親睦

会を計画する。 



②  外部講師などを積極的に受け入れ部外の方

の理解を深める。 

③  それらを通して会員増強と維持に努める。 

 

２ 事業計画 

①  親睦活動 

 家族を含めた参加行事（納涼会 観月会 

 忘年会 観桜会】 

   会員の懇親会（公式訪問懇親会 合同新年      

   会 ３団体合同例会 年度末例会） 

     ゴルフ同好会 

② 誕生祝、結婚祝 第１例会に紹介しお祝い 

誕生祝は５０周年に向けて上着購入費用への

積立金とする 

結婚祝いは記念日に花を贈呈する。 

③ 例会では来訪者を歓迎し紹介する。 

④ 委員長席は交代制とする 

⑤ ゴルフ同好会の担当は鈴木国男さんにお願い

する。 

 

公共イメージ向上委員会 
       田所和雄委員長長  

 田所和雄委員長、石平光副委員長、ほか７名合

計９名の委員会。２か月に１回の割で会報作成を

担当する。それだけ、忙しい仕事をお願いするこ

とになる。 

１ 活動方針 

 クラブが実施している奉仕活動、プロジェクト

に対する人々の認

識と理解を深めて、

クラブの公共イメ

ージを向上させる

ことが基本的な方

針である。会員の活

動を地域に効果的

に広報することにより、好ましいイメージが定着

し、公共イメージの向上が期待される。 

 会報をホームページでも公開し、広く読んでい

ただく。そのためには、読みやすく親しまれる紙

面構成に努めたい。なお、SNS の活用、地元メデ

ィアとの関係を築き、コミュニティ FM を活用し

た新たな地域広報活動を検討する。 

 

２ 事業計画 

① HP、SNS、ロータリー情報館、市報、新聞、

地域雑誌等、コミュニティ FM を活用する 

② 「ロータリーの友」を市立図書館に寄贈する 

③ ユニホームの着用、のぼり旗の活用 

④ 毎週の会報作成 輪番制 

 

 

３ 予算 

 現在、ホームページ管理運営費を含め 10 万円

の予算で運営されているが、本年度は、たかはぎ

FM スポンサー会員年会費、1 万円を拠出する。 

ここで特に大事なことは、会報を編集するうえ

で、必ず、記録、原稿の提出をしていただくこと

である。特に協力をお願いしたい。 

 

  青少年奉仕委員会 
         今

川 隆 委員長 

１ 活動方針 

 県北の青少年、特

に高萩の子どもた

ちにはグローバル

な視野と自立性、豊

かな学力と体力、地

域を担う意欲と郷

土愛が求められる。そのニーズに応え、健全

育成に貢献する。 

 健全育成にふさわしい学びの場、スポーツ、

文化交流の場を提供し青少年の自己開発を支

援する。 

地区の奉仕事業への協力、支援を推進する。 

 

２ 事業計画 

① 第３４回少年柔道大会 11 月 11 日 

② 出前講座「職業の意義と喜び」2 月 

③ 萩っ子国際理解フェスティバル 

「第 6 回英語スピーチコンテスト」 

    11 月 25 日 地区補助金活用による事業 

④ 地区プログラムへの参加と取り組み 

⑤ 高萩市文化協会「子ども文化教室・体験  

講座」への協力 

⑥ ローターアクトへの支援 

 

本会の奉仕活動では最も多くの資金を活用してお

り、本会の中心事業となっている。また、前年度

より、ローターアクトの支援を推進しており、大

きな成果を得ている。 

 小森副委員長、岡田委員、櫻井委員とともに頑

張りますと、委員長の方針が述べられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



幹事報告  大河原浩幹事 

 

① 規定審議会へのクラブ補助金の減額 

1ドル 50セントから 1ドルへ変更 

② 米山記念奨学会より、マンスリーニュー

ス「ハイライトよねやま」受理 

③ ロータリー囲碁同好会より「第 17回全国

囲碁大会」の案内を受理 

④ 日本盲導犬協会「会報誌」受理 

⑤ ロータリークラブ週報寄贈 

 いわき勿来ロータリークラブ 

 常陸太田ロータリークラブ 

⑥ 青少年長期交換学生募集派遣の案内を受

理 

 

 

 

 

 
 
 
【本日のお客様】 
しもだて紫水ＲＣ 萩原 亢雄 様 

しもだて紫水ＲＣ 田中 邦明 様 

日立ＲＣ     原田 実能 様 

       

【メークアップ】 

７月１４日 ロータリー財団研究会 

横倉稔明さん、鈴木直登さん 

７月１５日 青少年奉仕研究会 

今川隆さん 

７月１６日 クラブ奉仕研究会 

小森勇一さん、田所和雄さん、大髙司郎さん 

７月１７日 日立ＲＣ例会卓話  

大髙司郎さん 

７月１８日 指定校説明及び情報交換会 

沼田操さん 

 

【ニコニコ BOX】 
 

しもだて紫水ＲＣ 萩原亢雄さん 

 

横倉稔明さん：会長杯いただきました。 

大髙司郎さん：萩原パストガバナーと原田実能さ

んの来訪を記念して。棚谷稔さん、櫻井高志さん 

石平光さん：猛暑が続いています。体力のない老

人には夏休みがほしい所ですね。ご自愛下さい。

本日のお客様歓迎致します。 

福田文乃さん：萩原さん、田中さんようこそ。日

立ＲＣ原田さんもようこそ高萩ＲＣへ。 

江尻寛さん、鈴木国男さん、今川隆さん 

大河原浩さん：パストガバナー萩原様、しもだて

紫水ＲＣ幹事田中様、日立ＲＣより原田様、よう

こそ高萩ＲＣへ、心より歓迎いたします。 

小森勇一さん：炎暑の中、ご来訪心から歓迎申し

上げます。 

田所和雄さん：運動不足解消のため、早朝のウォ

ーキングをしています。夜は早く眠くなりますが、

気分は爽快です。 

上田良三さん：熱帯夜の連続。猛暑、猛暑、今日

も危険な暑さです。熱中症には十分気をつけまし

ょう！ 

石君平さん：言うまいと思えど、今日の暑さかな

ー読人知らず。 

花園文熙さん：気温の最高値は何度なのか。誰に

もクレームはつけられず。体調気をつけましょう。 

石川武信さん：萩原パストガバナー、田中クラブ

幹事、原田実能うのしまヴィラ館主の皆様ようこ

そいらっしゃいました。 

鈴木直登さん：西日本、とりわけ広島、岡山の被

害は想像を絶する。土砂の重さとこの暑さ。応援

隊も限られてきた。友人は難をのがれたとのこと。 

沼田操さん：毎日暑い日がつづき、なんとか元気

を出してあと少しがんばりましょう。 

 

    本日計  ２２，０００円 

    累 計  ５９，０００円 

 

 

【ロータリー財団】 

    本日計 １３３，３００円 

累 計 ３７５，６００円 

 

 

【ポリオプラス】 

    本日計   ４，４００円 

累 計  １３，２００円 

 

 

【米山記念奨学会】 

    本日計  ３６，０００円 

累 計  ８２，０００円 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


