
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月：職業奉仕 月間    来月：平和と紛争予防/紛争解決 月間  
 

1 月 23 日の例会より 

『 会員卓話 』今川 隆会員 石 平光会員 
   
卓話 <第 6回楽しく遊んで学ぼう 英語スピーチ 

コンテスト> について 

今川 隆 会員 

 

①昨年 11 月 25 日第 2820 地区ロータリー財団より

地区補助金受けて実行した「楽しく遊んで学ぼう 

英語スピーチコンテスト」について説明します。 

②案内チラシ 1 

2018 年度に配布し

たコンテストの案

内チラシです。 

毎年 2000枚作り市

内小中学校に配布

しています。 

 

③案内チラシ 2       

カラー刷り 4 ページ

物で日時・会場の他

発表の例などを英文

で載せてあります。4

ページは参加申込書

になっております。 

 

④事業の目的 

このプログラムの目的が、チラシの第２ページの

呼びかけです。地域の課題としては、当市は、教

育熱心な常陸太田市や、大きな日立市や北茨城市

に隣接する小さな小都市であり、教育感覚は、遅

れているところがあると思われます。それに対し

て、私たちは青少年育成のために協力支援したい

と願っています。萩っ子英語スピーチコンテスト

を始めた理由がここにあります。 
⑤今年度の取り組 

今年度は１２月県

議会選挙があった

ため、会場が予約

できず、会場確保

発表１１月２５日

の日曜日になりま

した。この時期は、

子供たちの活動行事が多く、参加する児童生徒が

例年の半分の２４名でした。 
⑥ お手伝いいただいた方々 

クラブ員も行事が重なり、調整が大変でしたが、、

県北ローターアクトクラブの皆さん、高萩市高校生

会の生徒さん、また大事な

係であります司会者は、水

戸西ロータリークラブの星

野幸子様が担当して素晴ら

しい集中する雰囲気をつく

って頂きました。 
（１） 県北ローターアクト

クラブの皆さん 
（２）高萩市高校生会の 

    皆さん  
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  1 月２ 3 日 出席報告 

1 月 27 日 ＩＭ・７ RC 合同新年会 会長・幹事 会員数 出席者 欠席者 

1 月 30 日 休会（１月２７日振替）  ２９ １７ ９ 

2 月 6 日 クラブ協議会 会長 出 席 率 ：65.38   % 

2 月 13 日 職場訪問 プログラム委員会 前々週訂正 ：   %  
事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65 
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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 



（３）司会の星野幸子さん 
  （水戸西 RC） 
 
 

⑦審査員の皆さん 
 審査員として、地元から英会話教師の皆さんや、 
英語教育に理解のあるお母さん方、また米山奨学生

や、当クラブの国際奉仕担当委員の方にお願いしま

した。 
⑧今年度発表者 
小学 1 年生 4 名 
「将来の夢スピーチ」 
12月7日茨城新聞地域版  
記載される。 
 
 
小学校４年生が、クリス

マス寸劇を披露していま

す。毎年スピーチのレベ

ルも上がり、発表のも多

様化されスピーチするだ

けではなく、歌や寸劇や、

夏休みの自由研究などを英語をつかって表現できる

ようになりました。 
 

中学 3 年生の発表です。 

 
 
⑨ロータリーデーの取

り組み 
萩っ子英語スピーチコン

テストは、市内の子供たちをロータリークラブ会員

が心からおもてなしをする意味も込めて、高萩ロー

タリークラブのロー

タリーデーとしてい

ます。今年はゆめ国

体の旗も使わせてい

ただきました。 
また、ロータリーク

ラブの活動写真を展

示し、来場の皆さんに見てもらっています。エンド 

ポリオ ナウのクリアファイルも配りました。 
⑩ポリオ・プラスの紹介 

クリアファイルの他にも、会場の入り口に、エン

ド ポリオ ナウのポスターを掲示したり、コン

テストの集計時間を利用した、広報活動も行って 

おります。 
本年度はアフリカ

西部コートジボワ

ールでの予防接種

の活動映像を映し、

活動の説明をしま

した。 
ポリオが分からない人も多いので、まず日本にお

ける４種混合予防接種の話をし、それから映像を

上映し、次に母子手帳の大切さを話し、世界のロ

ータリークラブ会員が、世界中の子供たちに予防

接種をしてもらえるよう、お金を集めて活動して

いることを話しました。 
⑪茨城県北ロータアクトとの高萩高校生会の紹介 
茨城県北ロータアクトの紹介や、高萩高校生会の

紹介をしました。本日手伝いしてくれた高校生会

のメンバーの一人は、10 月のライラセミナーに参

加してくれております。 
 
⑫記念写真 

 
卓話 〈人との出会いを大切にしよう〉 

 石 平光 会員 
個々の内容は省略し

て感想を述べたいと

思います。 
 長い人生を振り返

りながら、自分に影響

を与えた先輩達の言

動、生き方を分析しつ

つ、自戒の念を込め今

迄出会った人達に感

謝しながら、話しを進めました。 
特に幼少期・青春時代の出会い・大学下宿生時代 
の出会い・サラリーマン時代の良き先輩、指導者

との出会い、激励等々・・が、人間形成の原点に 
なっている事が分かりました。久しぶりに人間味 
溢れた話をさせて頂いたと思います。有難うござ

いました。 
 
 



〈福田文乃会長挨拶〉 
日本でいちばん大切にしたい会社と題した、2017
年 11 月 19 日 国際ロータリー第 2840 地区の地

区大会基調講演要旨、人を大切にする経営学会会

長 坂本 光司さんのお話しをします。 
 企業の使命は、関係

する全ての人々の永遠

の幸せの追求・現実と

あります。企業は、誰

のもの？株主や出資者

のもの、経営者のもの、

あるいは経営者と社員

のものと、答えるのが

一般的でしょう。坂本氏は、社員や取引先、顧客、

地域住民を含む、その企業に関わる全ての人々の

もの、つまり社会皆のものという見方、考え方を

取るそうです。理由は簡単、株主や出資者、経営

者がいなければ企業は誕生しません、社員や顧客、

さらに取引先、仕入先がなければ、その活動は一

日たりとも成り立ちません。道路、橋、交通網、

水道、光熱等々、企業に関わる必要不可欠なエネ

ルギーや社会の循環システムを利用し、活用して

います。企業はこうした関係者や公共財に支援さ

れ、守られ存続できているわけで,決して、自分の

ちからだけで生きているわけではありません。企

業の真の目的は・使命はなんでしょうか。それは、

企業に関係する全ての人々の永遠の幸せの追求・

実現です。五方好しの経営学とあります、企業と

はどういう業か、と問われたら五つの業からなる

生命体と答えるそうです。第一、環境適応業、第

二、市場創造業、第三、幸せ創造・提案業、第四、

人材育成業、そして第五は、社会貢献業、の五つ

の業から成る生命体こそ、企業と言えます。坂本

氏の提唱する経営学では、人を経営のため、企業

の業績や効果・効率を高めるための手段・資源と

見ず、目的と見ます。人を大切にする経営学にお

いて、重要な人は、五つのグループとなります。

一つ目は、社員とその家族、二つ目は、社外社員

とその家族、三つ目は、現在顧客と未来顧客、四

つ目は、地域住民、とりわけ障害者や高齢者など

の社会的弱者、そして最後五つ目は、出資者並び

関係機関だそうです。四つ目のグループの人は、

強者である企業は、雇用や商品、サービス、ある

いは、ボランティア活動を通じて、可能な限り直

接・間接に支援するのは当然のこととで、義務と

も言えます。世の中で一番大切なのは、人間の命

と生活です。 
近年、拡大する企業の最大の要因は業績追求度、

経営者が重視しなければならない人とは、社員と

その家族だそうです。人間は、必ず高齢者になり

ます程度の差こそあれ、高齢という障害、つまり

全ての強者はやがて弱者になります。我が国の平

均月収が３０万前後、雇用契約しない障害者の平

均収入は 15,000 円だそうです。障害者を巡る環境

は劣悪だそうです。いい会社とは、会社の真の目

的・使命を果たすことを基軸に経営を実践してい

く会社。関係する全ての人々が程度こそあれ、幸

せを実感している会社。真の目的・使命が関係す

る全ての人々の幸せを追求・実現することになっ

ている会社。満足度やモチベーションが高く、手

段である業績や勝ち負けは追求しない会社だそう

です。 
 
＜ロータリー財団表彰＞ 
鈴木直登会員のロータ

リー財団寄金に対して

のポール・ハリス・フ

ェロー認定状が授与さ

れました。 
 
 
 
〈大河原浩幹事報告〉 
①北茨城ＲＣより、ＩＭ交通手段の案内が届く。 

高萩駅発１２：５４分→大津港着１３：０７分 

→五浦観光ホテルマイクロバス乗車→会場 

②北茨城 RCより新年会の請求書が届く 229,623円 

③国際ロータリー日本事務局より、上期 RI人頭分担

金と RI比例人頭分担金の請求書が届く＄938.66 

④髙橋ガバナーより、2019-20 年度地区総括委員長

指名候補者ご承認のお願いと、地区委員長・  

地区委員候補者ご承認のお願いが届く。 

総括委員長指名候補者：大髙司郎会員、 

地区委員：鈴木直登会員 

⑤髙橋ガバナーより、地区大会登録案内並びにお取

りまとめの依頼が届く。 

⑥RI第 2820 地区記念ゴルフ大会の案内が届く。 

⑦PAUL HARRIS FELLOW 表彰 鈴木直登さん 

⑧高萩市社会福祉協議会より、第 46回高萩市社会福

祉大会のお知らせが届く。 

⑨常陸太田 RCより、週報が届く。 

⑩オクトン、フジマキネクタイより、 

ロータリー用品最新カタログが届く。 

⑪日本盲導犬協会より、創立 50年のお知らせと、 

会報誌が届く。 

⑫新庄ロータリークラブ会長の沼田健（たけし）様

より、福田会長あてのお手紙が届く。相互交流と

創立 60周年の案内 

 



〈北茨城ＲＣとの合同新年会会計報告〉 

    石川 武信親睦・家族委員 

1月 8日合同新年会を大観荘にて高萩ＲＣ 22名名出 

席し合計 42名で盛会裏に終了、本日会計報告を行っ 

た。 

 

〈お客様 紹介〉 

大髙 司郎会員紹介による例会 

見学のお客様 日立市十王町在住 

オート フィールド  

平野 浩司 様 

 がおいでになりました。 

     
【メークアップ】 
１／１９ 第３回ＲＬＩ ＤＬ養成講座 

大髙 司郎  
【ニコニコ BOX】 
福田文乃さん：平野様、ようこそ。会員卓話の方

お願いします。菱川健司さん 
石君平さん：平野さん、よくいらっしゃいました。

大歓迎です。石川武信さん、今川隆さん 
沼田操さん：毎日寒い日がつづきますね。雨がほ

しいです。インフルエンザに気をつけて下さい。

上田良三さん、江尻寛さん、田所和雄さん 
鈴木直登さん：雨、あめ、降れ、降れ。昨年の今

年は１７ｃｍ」の積雪だった。雨でも雪でもいい。

湿ったもの毎日喰っているのに。 
花園文熙さん：稀勢の里引退残念。大坂テニス健

闘中、錦織は如何。 
棚谷稔さん：平野さん、ようこそいらっしゃいま

した。雰囲気を味わってください。ご入会をお待

ちしております。 
小森勇一さん：雨のふらない厳冬。風邪をひかな

いよう、がんばるとき。 
大髙司郎さん：平野浩司様、本日はようこそいら

っしゃいました。雰囲気を楽しんで下さい。  
石平光さん：大寒が過ぎたとはいえ、からから天

気の寒い日が続いています。風邪をひかぬ様ご自

愛下さい。 
    本日計  １５，０００円 
    累 計 ５２８，５００円 
 
【ロータリー財団】 
    本日計   ８，０００円 

累 計 ５７７，４４０円 
 

【ポリオプラス】 
    本日計       ０円 

累 計  ４０，５８０円 
 

【米山記念奨学会】 
    本日計  ５３，０００円 

累 計 ３２４，２００円 
「2019-20年度 RI会長がテーマを発表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真提供  
国際ロータリー／ Alyce 

Henson 
ジケーター・ロータリ

ークラブ（米国アラバ

マ州）会員のマローニ

ー会長エレクトは 1 月

14 日（月）、米国カリ

フォルニア州サンディ

エゴで開催中の次期ガ

バナーエレクトへの研

修行事である国際協議会で、2019‐20 年度の会

長テーマ 
「ロータリーは世界をつなぐ」を発表しました。 
 
サンディエゴで開催中の国際協議会に出席中の

「中村澄夫ガバナーエレクト」から次年度 RI 会

長テーマ決定の便り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


