
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間     今月：会員増強・拡大月間   来月： 基本的教育と識字率向上 

８月１日例会より 

『 会員増強フォーラム 』 
   
■江尻寛 会員増強委員長 

今年度会長方針にあるように、新会員目標 3

名以上とします。会長から 6月 10日に開催され

た会員増強セミナーの研修内容をお伝えします。 

〇アンケート

か見たクラブ

の課題につい

て〇アンケー

ト結果から見

たロータリー

の魅力〇アン

ケート結果に

見たその他の

問題〇ＲＩの戦略計画が目指すロータリーの姿

〇日本の現状と課題の共有等々。 

委員会としては片想いリストの人数を増やし、ア

プローチ方法について見直しをします。実施計画

は 9月と 10月の例会で取り上げ、新会員の候補

者をアプローチしていきたいと思います。現在の

保有リストを増やし積極的に進めていきたい。ロ

ータリーの友 8月号の好事例も参考としたい。 

 

福田文乃 会長挨拶 

台風 12号が甚大な被害をもたらしました。自

然の驚異ですね。被害に遭われた方々に、お見舞

い申し上げます。さて、今月は、会員増強・拡大

月間です。ロータリーの活動を多くの人に知って

もらうとともに、会員やクラブの重要性を考える

機会となります。クラブの仲間と親睦を分かち合

い、ともに奉仕できるロータリーでは、会員が 

 

世界で地域社会でそして自分自身の中で持続可能

な良い変化を生むために行動しています。（マイ・ロ

ータリー）から・クラブの現状を評価する・現会員

の参加を促す・入会候補者と繋がる・入会候補者情

報を管理する・新会員を受け入れやすい環境を作

る・活気あるクラブをつくるとあります。そして、

みんなに知らせることです。ツイッターやフェイス

ブックなどのソーシャルメディアでロータリーをア

ピールしましょう。たとえば  「Ｉｍ ａ Ｐｒｏ

ｕｄＭｅｍｂｅｒ」ロータリーメンバーとして誇り

を持ちましょう。ロータリーでは、画像を用意して

いるので、自分のプロフィール写真をこれらに変え

てみましょうと、あります。 

RI 会長のビデ

オメッセージを

例会やクラブの

行事で上映し、力

強く活発なクラ

ブを作るには、充

実した会員基盤

がいかに重要で

あるかを確認し

ましょう。アイデアを広げましょう。活動写真を収

めるフェイスブック、インスタグラム、を通じて紹

介しましょう。今こそ行動のときです。地域社会に

貢献するロータリークラブは、地元や世界で成果に

高い奉仕プロジェクトを実施する事で知られていま

す。どのような奉仕プロジェクトを実施したか、ま

た、プロジェクトによって現地の人の生活がいかに

改善されたかをショウケースで紹介ください。 

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ８月 １日 出席報告 

８月 ８日 納涼例会 親睦活動・家族委員会 会員数 出席者 欠席者 

８月１５日 休 会  ２８ １７ ７ 

８月２２日 公共イメージ向上取組について 公共イメージ向上委員会 出 席 率 ： 70.83 % 

８月２９日 イニシェーションスピーチ プログラム委員会 前々週訂正 ：     % 
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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 



また、フェイスブック、ツイッター、インスタグ

ラムでロータリーをフォローし、国内外の会員の

活動をご覧ください。とのことです。あなたにと

ってロータリーとは何か、この月間を機会にあら

ためて考えてみましょう。ロータリークラブとは

どのよう活動をしているか！情報を発信して、会

員増強・拡大に繋げていきましょう。最後に、暑

い日が続きますが体調には、十分に気をつけてく

ださい。 

 

大河原浩 幹事報告 

①理事・役員会結果報告 議案１・２：８～９月

プログラム承認。議案３：ＲＬＩ（ロータリーリ

ーダシップ研究会）のＤＬ（デスカッションリー

ダー）に大髙司郎会員を選任、議案４：ポリオの

ない世界のための奉仕賞とポリオプラスパイオニ

ア賞推薦について議案５：英語スピーチ実施要領

について（継続審議） 

②ロータリー財団より確定申告用寄付金領収書③

公益社団法人茨城県青少年育成協会より定時総会

資料④新居浜ＲＣ、国立新居浜工業高校ＲＡＣ、

愛媛県立新居浜西高校ＩＡＣより「ＰＯＰＰＹの

種」⑤ロータリー米山記念奨学会より、奨学生・

学友証明書⑥ロータリー財団ＮＥＷＳ 8 月号⑦8

月 5日開催の米山記念奨学会・世話クラブ・学友

会合同セミナーのプログラムと寄付明細⑧いきい

き茨城ゆめ国体高萩市実行委員会より。ウエイト

リフティング選手権大会開催のお知らせ（8月 17

～19日高萩市文化会館）⑨青少年奉仕委員会だよ

り⑩第 2820 地区ロータリー財団より地区補助金

決定のお知らせ（1,200＄）⑪県北ＲＡＣ 8月例会

案内⑪ロータリーの友手引書⑫水戸ＲＣ、水戸西

ＲＣ、水戸東ＲＣ、水戸南ＲＣより会報。 

 

奉仕プロジェクト研究会出席報告（石君平 職業

奉仕副委員長） 

午前中の全体会議

は①奉仕プロジェ

クト委員会：第

2820 地区は 30 人

以下のクラブが 30

クラブあり、少人数

のクラブでも奉仕活動を。統一化と活性化、合理

化、委員会の縦割り排除し風通しをよくすること

を目的とし、今年から奉仕プロジェクト委員会を

立ち上げた。②公共イメージ委員会の説明：地区

の大髙司郎公共イメージ委員長。 

午後は職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕に別れ分科

会があり私は職業奉仕委員会に出席。出席者を 4

グループに分け、グループ討議。①地区・協議会

での説明を受け、クラブ事業の見直しを図ったか

②他クラブとの事例紹介等をクラブ事業の参考に

したか③他クラブとの交流、連携を考えているか

④クラブ内の連携を考えているか⑤他団体との交

流、連携活動を考えているか⑥新規事業を考えて

いるか、、、等について討議。 

 

奉仕プロジェクト研究会報告（棚谷稔 国際奉仕

委員長） 7月 28日、国際奉仕委員会に出席。 

１．地区国際交流奨学金奨学生の募集要項の説明 

期間は 1 年間で、一人当たり米貨 15,000 ドルが

支給される。地区で

1～2 名程度募集す

る。詳細は、クラブ

事務局に募集要項を

備えておきますので

ご覧ください。 

２．国際奉仕 WCS

「この指とまれ」の

賛助クラブ募集のプレゼンテーションがありまし

た。中村康博地区国際奉仕総括委員長から、この

「この指とまれ」は、2820地区独自のプログラム

であり、少ない資金でも多くのクラブの協賛を得

て立派な実績を残しています。多くのクラブの参

加をお願いします。とのあいさつがあり、その後、

提唱クラブからプロジェクターを使ってそれぞれ

プレゼンテーションがありました。 

 

（提唱クラブ：対象地域：事業名） 

 ①大子 RC（タイ）タイ東北・農村部の小学校

へ「浄水器支援事業」②水戸南 RC（タイ）中古

消防自動車贈呈プロジェクト ③下館 RC（ネパ

ール）ネパール貧困児童へ学用品援助 ④しもだ

て紫水 RC（フィリッピン）ペンシルプロジェク

ト⑤玉造 RC（ミャンマー）もったいないプロジ

ェクト⑥つくばサンライズ RC（フィリッピン）

歯科医師奉仕 ⑦水戸西 RC（ラオス） 識字率

向上支援事業。 

 

各クラブプレゼンテーションの後、高橋ガバナー

から、お金を出すばかりでなく、提唱クラブが現

地を訪れる場合、賛助クラブでも一緒に訪問され

るようお願いしたい挨拶がありました。 

 



青少年奉仕委員会報告（今川隆委員長） 

萩っ子 英語ス

ピーチコンテス

ト実施要項につ

いて。今年度、ロ

ータリー財団の

地区補助金決定

1,200 ド ル

（132,000 円相

当）。開催：11月

25 日（日曜）、高萩市総合福祉センター多目的ホ

ール。今年は第 6回目を迎えます。高萩市教育委

員会に後援申請。日程は昨年と同様ですが、ポリ

オＰＲも予定。審査委員は 10名。昨年度は 47名

の参加、広告は 2,000 枚のチラシ作成予定。審査

員への説明は、今年度は大髙司郎会員に依頼した

い。予算については、広告費大幅削減が可能、こ

どもたちの図書券を 1,000 円から 2,000 円に変更

予定。 

 

前年度親睦活動・家族委員会報告（棚谷稔前年度

委員長） 

本日、前年度前・後期預り金の清算をさせていた

だきました。昨年度は、7 回の親睦会がありまし

た。総額 1,337 千円支出しました。前・後期預り

金は、1,785千円です。返金の基本的な考え方は、

預り金に係る行事は、例会と同じであり、ロータ

リアンは出席義務がある。ということで、欠席者

は、預り金合計を年間行事回数で除した経費の 1/2

を負担するものとして計算しました。魯楊誠志さ

んからの 2,000 円は、預り金でなく今年度ビジタ

ー費に組み替えます。 

 

親睦活動・家族委員会（石川武信委員長） 

納涼例会について：8 月 4 日鵜の岬カントリープ

ラザで開催。 

バス利用の方は秋山セブンイレブン前 17：45、島

名郵便局前 17：50、安良川公民館 17：55、常陽

銀行前 18：00、なお東口側には寄りません。参加

者 35名予定。 

 

菊池一会員（冊子紹介）

当社（常陽銀行）のグル

ープ会社、常陽産業研究

所が発行するＪＩＲ常

陽産研ＮＥＷＳ8月号の

トップインタビューに

皆川武久会員（皆川獣医

科医院）が紹介されています。是非ご覧ください。 

 

 

ロータリー情報委員会（石平光委員長） 

ロータリーの友 8月号は会員増強の特集号、会員

増強に成功するヒントや、若い会員、女性会員等

について紹介されています。ご覧ください。 

 

■会員メークアップ 

７／28 奉仕プロジェクト研究会（国際奉仕）  

棚谷  稔 

７／28 奉仕プロジェクト研究会（職業奉仕）  

石  君平 

７／28 奉仕プロジェクト研究会 （卓 話） 

大髙 司郎 

 

【ニコニコＢＯＸ】  

～各コメントは次週掲載します～ 

本日計  ２７，０００円 

累 計 １０，４０００円 

 

【ロータリー財団】 

本日計  ２６，６００円 

累 計 ４２０，２００円 

 

【ポリオプラス】    

累 計２１，６００ 

 

【米山記念奨学会】 

本日計 ３５，０００円 

累 計１２３，０００円 

 

 

 

 

8月 20日 大髙 洋司 

8月 31日 大髙 司郎 

 

結 婚 月 Congratulation  
8月 6日 横倉 稔明・眞知子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

～ 高萩市高戸小浜海岸の夏 ～ 


