
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月：平和と紛争予防・紛争解決   来月： 水と衛生 月間 
２月６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』    
＜福田 文乃会長挨拶＞ 

  
ＩＭ，とは、インターシティー・ミーティング

の頭文字で、近隣都市の複数のクラブで実施する

都市連合会のことです。クラブ会員全員参加で

す。この会合の大切な目的は、会員相互の親睦と

知識を広めることである。さらに、会員にロータ

リー情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために開

催されます。 
ロータリー百科事典には、ロータリーのこと、

そして一般社会のこと、その時に話題になってい

ること、考えなければならない問題点など、多岐

に渡ります。形式も、講演、フォーラムなど、い

ろいろあります。 
この会合で知識を深めるとともに分区内の会

員の親睦も重要な目的ですから、親睦会も併せて

開催されます。２７日のＩＭ、多くの参加ありが

とうございました。 
今月は、平和と紛争予防・紛争解決月間です。

元ＲＩ会長、田中作次様の「平和宣言」を、ご披

露いたします。 

平和宣言 2012-13 年度 RI 会長 田中作次 

国境のない平和 2012 年 12 月１日、於ベルリン 

人は誰でも、暴力や迫害、不平等や不条理に苦しむ

ことなく、平和に暮らす権利をもっています。私たちはこ

こに、ロータリー活動 の下に団結したリーダーそして同

胞として、より平和な世界の構築に全力を尽くす決意を

宣言します。 国境や政治的見解の違いによって人々

が袂を分かち、相反関係や争いが起きている現実を認

識する一方、私たちは親善使節と して、母国に誇りを

持ちつつ、国の利益という枠組みを超えて考えることを

重要視します。 ～中略～ 

また、私たちの中に異なる意見や信念 が存在してい

ても、世界市民として、協力によって成し得る共通の善

に向かって力を尽くします。この精神と共に、私たちは

「国境 のない平和」という概念を受け入れます。平和を

実現するには、寛容の心が必要とされます。だからこそ

私たちは、互いの違いを受け入れようと努め、各個人

が、政治的、 宗教的、文化的、社会的見解や行為を、

自由に表現、発信できる権利を尊重します。～中略～ 

戦争による解決ではなく、平和的解決に力を注ぐこと

を、各国のリーダーに呼びかけてください。敵対概念を

捨て、対立状況が頻繁に発生する国の人々と積極的に

交友関係を築きましょう。民族性や宗教の違いから地域

社会で疎外されている人々に手を差し伸べ、新たな友

好関係や協力関係を築いてください。～中略～ 

平和は、ある時点で達成されるものではなく、継続的

な活動を通じて少しずつ形づくられるものです。私たち

一人ひとりが、平和 は可能であると意思表明し、行動

することを通じて、平和構築者となることができます。 
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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 



＜英語スピーチコンテストについて＞ 

  

福田文乃会長：先日の理事会に於いて、英語スピ

ーチコンテストをさらに進化させるために、クラ

ブ協議会で話し合いを持ってはどうかという意見

がありました。皆さんのご意見を聞きたいと思い

ます。司会を務めた水戸西ＲＣの星野幸子様から、

高萩の小学生の英語のレベルが高いと聞かされま

した。また、スピーチだけでなくダンス等を取り

入れると面白いと伺いました。会長としては、人

集め等に関して、委員会に任せすぎなのではない

かと思います。皆さんのご意見、ご提案を聞かせ

てください。 

鈴木啓志さん：参加者を集めるが難しいのは、自

分も認識している。塾に働きかけることはできる

が、学校の協力を得ることは難しい。学校外の行

事ついては、常に責任問題がついてくる。更に理

解を得るため強力に働きかけていくべきだ。 

   
今川隆さん：学校については、３か月前に校長会

に後援の依頼をし、案内チラシを 2000 枚作り、

市内小中学校で配布してもらっています。学校と

しては、コンテスト＝競う、という言葉にちょっ

と抵抗があるようです。ただ代わりの言葉が見つ

かりません。 

花園文煕さん：今の企業などでは、英語を話せる

ことが必須となっています。日立では、役員会を

英語で行っています。青少年の英語力を高めるた

めに、とにかく継続していくことが大事です。 

大髙司郎さん：一度委員会で反省会を持ち、問題

提起、報告をしてからクラブ協議会をすべきだと

思う。 

福田文乃会長：大きな事業を終わった後には、例

会で皆で反省会を持つのが良いと思う。ロータリ

ーデーにするような事業では、委員会の負担が大

きくなるので、是非そうしていただきたい。 

    

今川隆さん：前回は、ローターアクトに手伝って

もらい、今回は、高校生会の皆さんにも手伝だっ

てもらっています。また、高校生会のメンバーが

今度ローターアクトに入会することになりまし

た。 

石君平さん：マンネリ化ということは、あまり考

える必要が無い。私達は変わっていないが、子供

たちは成長して、毎年変わっています。 

江尻寛さん：このテーマは、簡単に結論が出るも

のではありません。委員会で引き続き検討して下

さい。 

＜青少年奉仕委員会 今川隆委員長＞ 

＊高萩まつり日程：７月２７日（土）１日の開催 

＊出前講座の開催：１月３１日（木）秋山中学校 

 特別ゲスト：國井美香さん（名誉会員） 

 パネラー：大森正子さん（調理師）、日下部出

さん（保育士）、沼田貴臣さん（救急救命士）、

山田裕子さん（郵政職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    生徒たちの前で話す國井美香さん 

＊出前講座の予定：２月２２日（金）高萩中学校 

 

＜職業奉仕委員会 鈴木啓志委員長＞ 

＊２月第２例会、職場訪問について 

 訪問職場：「八幡宮」高萩市安良川 

 スケジュール：12:00～12:30昼食（常銀３階） 

12:30～12:45例会行事（同上） 

12:45～12:55（移動） 

        13:00～13:30説明・境内案内 



＜ロータリー財団資金管理委員 鈴木直登＞ 

＊2820 地区財団ニュース１月号より 

 下館ＲＣの神山芳子様、「ポリオの無い世界の

為の奉仕賞（地域賞）」受賞 

＜幹事報告 大河原 浩幹事＞ 

①国際ロータリー日本財団より、確定申告用寄付

金領収書についてのお願いが届く。 

②国際ロータリー日本事務局より、2 月のロータ

リーレートが届く。1ドル 110円。 

③国際ロータリー日本事務局より、財団室 NEWS2

月号が届く。 

④地区財団委員会より、財団ニュース 1月号届く。 

⑤中村ガバナーエレクトより、2019-20 年度の国

際ロータリーのテーマとロゴの 報告が届く。 

⑥米山記念奨学会総括委員長より、米山記念奨学

生期間終了式開催のお知らせが届く。合わせて採

用試験の合格者一覧が届く。 

⑦地区青少年奉仕委員会より、青少年奉仕委員会

だよりが届く。 

⑧国際ロータリー日本事務局より、平和と紛争予

防･紛争解決月間のリソースが届く。 

⑨一般社団法人ロータリーの友事務局より、ロー

タリー手帳お買い上げのお願いが届く。 

⑩いわき勿来ロータリーより、週報が届く。 

⑪株式会社熊平制作より、抜萃のつづりが届く。 

⑫県北ロータアクトクラブより、2 月の第二例会

の案内が届く。 

⑬地区より、第 24回地区親善野球大会の案内届く。 

 5月 26日（日） 8:15～ 水戸市総合運動公園 

⑭篠原ガバナー補佐より、第 4 回会長幹事会の案

内届く。 

 3月 8日（金）午前 11:00～昼食 ホテル天地閣 

 
【お客様】 

米山奨学生  林 鈴 様 
     

【メークアップ】 
２／５ ＲＡＣ例会  今川 隆 
  
【ニコニコ BOX】 
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。今川隆さん、菱川健司さん 
福田文乃さん：誕生月です。年齢は聞かないで下

さい。 
石君平さん：久しぶりのおしめりです。ホッとし

ます。 
石川武信さん：結婚月、誕生月の皆様おめでとう

ございます。江尻寛さん、櫻井高志さん 
上田良三さん：結婚月です。 
田所和雄さん：結婚月です。３８年になります。 
鈴木直登さん：「日本海が地図から消えるって」

そんなこともある時代になってくる。時代なんて

言葉もなくなる？ 
花園文熙さん：久しぶりの雨です。政界、財界に

も慈雨が欲しい所です。 
棚谷稔さん：新年会、ＩＭ、出前講座と忙しい月

でした。２月はホーム例会を楽しみましょう。 
小森勇一さん：秋山中の出前授業、大変よくでき

ました。ごくろうさまでした。 
大髙司郎さん：東京オリンピック、この春から観

戦チケット販売。購入にはＩＤ登録受付が必要で

す。  
鈴木啓志さん：来週の例会「職場訪問」よろしく

お願いします。 
    本日計  ２０，０００円 
    累 計 ５４８，５００円 
 
【ロータリー財団】 
    本日計   ２，０００円 

累 計 ５７９，４４０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  ４５，０００円 

累 計 ３６９，２００円 
 
【結婚月の方】 ✿Congratulation✿ 

２/１４ 小谷松政紀・栄子さん 
  /２１ 田所和雄・千惠子さん 
  /２５ 上田良三・敦子さん 
  /２８ 小泉文男・恵子さん 
   
【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆ 
２/１  小谷松政紀さん 

  /２２ 福田文乃さん 
   
 
 
 
 
 


