
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間   今月： 基本的教育と識字率向上   来月： 経済と地域社会の発展  
 

９月１２日の例会より 

『クラブ協議会（英語スピーチコンテストについて）』青少年奉仕委員会 
   
≪今川 隆委員長≫ 

 第６回高萩ロータリーク

ラブのロータリーデーとし

ての一大イベント。英語スピ

ーチコンテストについて協

議ご報告したいと思います。

地区補助金が 1,200米ドル。

日本円で約 130,000円おり

ることになりました。昨年度

は過去最多の 47名の申し込

みがありました。今年も沢山参加者が増えるよう

に頑張ります。今回は皆様に実施要項を説明した

その後の報告をします。高萩市教育長に支援・後

援の依頼をして、それが先日承認をいただきまし

た。また高萩市学校長会に 9月の議案として出し

ていただくようお願いをし、先日承認を受けるこ

とになりました。チラシは 2000枚印刷し小学校は

3年生以上と中学校、学習塾等の 8施設に配布して

いく予定です。印刷代については例年地元の印刷

業者に 2000枚で 45,000円ぐらいかかっていたの

が、インターネットを使いまして 8000円で済みま

した。その経費を削減した分を参加者に還元しよ

うと思い、例年 1000円の図書券を 2000円にする

ことにいたしました。去年と違うところはディズ

ニーのペアチケットが無いことです。今年はいろ

いろ考えて、優秀賞奨励賞の参加者にはセミクリ

スタルの盾をプレゼントしようと、それもスポー

ツ競技でもらう盾よりも全然違って質が良いもの

にしました。その理由としてはディズニーのチケ 

ットだと、例えば 1 人で発表する人はチケット 1

枚で良いが、4人で発表する人には 4枚用意しなけ

ればならない。そうなってくると予算オーバーと

いうこともありますので、盾にして最大このくら

いでも予算内に収まるという範囲で計算しまし

て、今年はその方でやってみようかと思います。

スピーチコンテストのプログラムの中で発表が終

わった集計時、約 10分～15分程度のロータリーク

ラブのポリオ活動についてのプレゼンをしたいと

考えております。当日の役割分担で、去年と変わ

ったのは審査員のほうで大髙さんにやっていただ

くことで OK もらいましたのでよろしくお願いし

ます。それは英語が大丈夫なのと大髙さんは集計

をやっていたのでその審査の点数の説明それを知

っているということです。審査員に関しては委員

会で 6～7名をセレクションしたいと思います。今

は検討中です。ということで順調に今のところ進

んでいます。あとはチラシを配った後の参加者待

ちという状況です。 

以上になりますが皆さんの方からご意見とかご

ざいましたらお願いします。 

参加賞に 2,000 円の図書券としたが、参加

者が増えるのかどうか、そのへんがよめない。増

えすぎると困る。 

50名を超えるときつい。目標は 40名くらい。 

   小学校の英語教育が今年から教科化され

る。英語スピーチコンテストには参加者が増える

と思うが、学校の先生にコンタクトした限りでは

そういった動きはありますか。 
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ９月１２日 出席報告 

９月１９日 ガバナー補佐事前訪問 会長・幹事 会員数 出席者 欠席者 

９月２６日 観月例会 親睦活動・家族委員会 ２８ １４ １２ 

１０月３日 会員卓話 プログラム委員会 出 席 率 ：  ５３.８５ % 

１０月１０日 ガバナー公式訪問/懇親会 会長・幹事/親睦活動・家族委員会 前々週訂正 ：  ８８.００ % 
 
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 ： 福田 文乃 

幹    事 ： 大河原 浩 

■URL http://takahagirotaryclub.web.fc2.com/ 例    会 ： 毎週水曜日 12:30～13:30  

■E-Mail ：takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp  公共イメージ委員: 田所和雄 石平光 上田良三 小森勇一 

大髙司郎 石君平 花園文熙 棚谷 稔 鈴木直登 
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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 



先生の方からは、こういうことやっていただい

てありがとうございます。というお礼は毎年いた

だいております。 

ロータリーデーということで、写真を飾る

だけでなく、ポリオの寄付金箱やのぼり旗を用意

してはどうか。 

≪会長挨拶≫  福田文乃会長 

冒頭に北海道胆振東部地震に遭われた方々に、お

見舞い申し上げます。 

台風被害に大地震。自

然の驚異を感じます。 

9 月のロータリーの友

に「子供の貧困」「食品

ロス」や「学習支援、

就労支援で子どもに未来を」、「学校とは違う環境

での居場所作りを」などが記載されてます。今か

ら 10年前、私の下の子供が小学校 6年生の時に東

本町・肥前町の地区長に任命されました。地区長

の一番大変なのは夏休みの終わりの頃、地区懇談

会を開催しなければならないことです。集まるか

どうか心配でしたが、子供会を通して多くのお母

さんがきてくださいました。 

その時の議題が、「夏休みをどう過ごしているか。」

「朝食は食べているか。」の２点でした。この議題

は当時教頭先生から頼まれた議題でした。先生が

私に「今子どもが朝ごはんを食べて来ない子が多

いんです」と。全国的な問題でアンケートを実施

しました。結果は数か月後教えて頂きました。驚

きの返答がありました。 

夕ご飯マック、朝ごはん夕べの残りのマック、お

昼ご飯なし。私はこのお母さんは何を考えている

の？と教頭先生に聞いた事を思い出しました。 

国は、県は、そして市町村は、１０年前から「子

どもの食」について、「子どもの貧困」についてを

調査していたのだとロータリーの友を見て思いま

した。社会問題になっています。私たちロータリ

ーアンだけでなく大人が、子どもを愛して守って

育てていかなければならないのだと感じました。 

秋の気配が感じられるようになりました。朝、

晩涼しくなってきました。体調には気をつけてく

ださい。 

≪幹事報告≫   大河原 浩幹事 

① 県北RACの持ち回り幹事制について、今年度は、

日立RCが幹事、日立南RCが副幹事、次年度は日

立南RCが幹事、高萩RCが副幹事となり、以後設

立順になります。 

② 地区より、国体クリアファイルの追加発注の希

望受付が届きました。1000枚発注で、1枚86円 

③ 地区より、ライラセミナー申し込み期限延長通

知があり9月15日になりました。 

④ 地区より、ロータリー財団出前卓話者を希望す

るクラブは依頼書を送って下さいとのことです。 

【メークアップ】 

９/８ 日立南ＲＣ よかっぺ祭り 

   鈴木 国男、福田 文乃、今川 隆 

【ニコニコ BOX】 

鈴木直登さん：今朝日立から来客有り。「地域格

差・人口減少社会」明るさが欲しい毎日。 

小森勇一さん：アメリカでもすごい台風ハリケー

ンが発生です。 

棚谷稔さん：ご心配おかけしました。ようやく普

段どおり動けるようになりました。 

鈴木啓志さん：１０月２日～２８日迄つくばで個

展を開催します。御高覧いただ

ければ幸甚です。 

 

 

 

 

沼田操さん：朝夕めっきり涼しくなりましたね。

お体大切にして下さい。 

大髙司郎さん：大坂なおみ選手の全米ＯＰテニス

優勝を祝して。感動をありがとう。 

石君平さん：急に涼しくというか、寒くなりまし

た。身体に注意しましょう。 

今川隆さん、櫻井高志さん 

上田良三さん：テニス全米オープンの女子シング

ル決勝で、大坂なおみは４大大会優勝２３回の

元世界ランキング１位、セリナ・ウイリアムズ

(米)を破り初優勝。歴史的快挙だ。 

田所和雄さん：秋の気はいがしてきました。田で

は稲刈りも始まっています。朝のウォーキング

を再開しました。 

花園文熙さん：大坂なおみテニス全米４大会優勝、

稀勢の里３日連勝よかった。 

    本日計  １７，０００円 

    累 計 ２０２，０００円 

【ロータリー財団】 

    本日計   １，０００円 

累 計 ４６８，７６０円 

【ポリオプラス】 

    本日計       ０円 

累 計  ２９，８６０円 

【米山記念奨学会】 

    本日計  １３，０００円 

累 計 １６２，０００円 


