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ロータリー月間   今月：ロータリー親睦活動 
 

 
６月第２例会 

「次年度への引き継ぎ」    
≪福田会長挨拶≫ 

第 2690 地区・岡山県笠岡東ロータリークラ

ブのお話をします。このクラブは、2 月 10 日に

岡山県瀬戸内市長にある国立療養所長島愛生園

を訪問し、ハンセン病についての理解を深めて

きたそうです。例会で施設について学習し、療

養者体験記録の朗読も行ったそうです。目的は、

同園の歴史ハンセン病について学び、社会的影

響も考察したそうです。長島愛生園は、1930 年

に開設、多くのハンセン病患者が収容された後、

一般社会から隔絶された生活を強いられまし

た。現在は後遺症の療養施設となっております。

当日は、８８年前に架けた橋をバスで渡り行き

ました。橋のない時代、島に強制隔離された多

くの人の気持ちを想像すると、胸が痛くなった

そうです。 

 
ハンセン病は病原菌の感染力は弱く、感染し

ても自然治癒が多く、発病しても現代は完治す

る病気です。訪問を通してハンセン病に限らず

物事の本質を見極め、偏見や差別のない世界に

していくことが重要であると言っております。 
私は、40 年前に仙台に住んでいました。その

時の授業でハンセン病の勉強をしました、その

当時は不治の病、恐ろしい伝染病と習って来ま

した。皮膚が溶けて、神経が侵される末期にな

ると鼻が溶けて取れてしまうと言われていまし

た。当時はハンセン病と言わず、らい病と言っ

ていました。患者に対する差別や偏見が存在し

たという事実がありました。今では 
特効薬により、治る病気となっております。隔

離制作は、1996 年（平均８年）まで続きました。 
ある施設でハンセン病患者どうし結婚して、亡

くなった方の五行歌があります。読んでみます。 
 幼くて 手足が 萎えて  

いじめに耐えた この手足 
 萎えし手に 握手した 可愛い手 

大きい幸せを つかんで欲しい 
先の歌は自分の事を歌い、次の歌は、孫の事

を歌ったそうです。 

 
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ６月１２日 出席報告 

6 月 19 日 一年回顧 会長・幹事 会員数 出席者 欠席者 

6 月 26 日 年度末例会（寿々本） 親睦・家族委員会 ３０ １３ １３ 

7 月 3 日 新年度方針 会長・幹事 出 席 率 ：  50.00% 

7 月１０日 各委員会の方針 各委員長 前々週訂正 ：  85.19%  
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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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 



≪大河原幹事報告≫ 
① 2019-2020 年度ロータリー財団研究会開催の

案内 
② 2019-2020 年度月信送付先確認 
③ 米山記念館創立５０周年記念式典開催のお知

らせ 
④ 2019-2020 年度ガバナー年間スケジュール 
⑤ ＲＡＣより６月の第一例会、最終例会の案内 
⑥ 青少年育成会より賛助会費納入のお願い案内  
 
19-20 地区クラブ奉仕総括委員長 大高司郎さん 
世界大会報告 
ハンブルク国際大会に参加して                      

クラブ例会を

2 回連続欠席と

なりましたが、

ハンブルク（ド

イツ）の国際大

会に行ってきま

した。少し早め

に日本を出て、

パリで滞在、その後ドイツを周遊しハンブルク入

りしました。大会は6月1日から5日間開催され、

世界各地から 25,000 人を超えるロータリーファ

ミリーが結集。私は 1 日午前の第１シーティング

（第 1 回本会議）の開会式と翌日の第 2 回本会議

に参加しました。初日はロータリークラブのある

世界 200 か国以上の国旗入場と RI 会長バリー・

ラシン氏のスピーチなどで会場は大いに盛り上が

りました。夜は茨城ナイトに出席し第 2820 地区

ロータリアンとの親交を深めました。翌日は 7 月

からRIのCEOとなるジョン・ヒューコ事務総長

の挨拶があり、中でも 2019-20 年度 RI に初の女

性理事が 2 名誕生するなどの報告が印象的でした。 
今後の国際大会開催地は、ホノルル、台北、ヒ

ューストン、シンガポールと続きます。是非ご参

加下さい。 
 

≪次年度への引継ぎ≫ 
◇クラブ奉仕Ⅰ委員会 
 小森勇一 
 一点目は、会員増強第一で活動した結果、３名

増員できたことが良かった。次年度は４名を目標

にしたい。５０周年を迎えるにあたり、当時の数

字にあやかりたい。二点目は、例会中心の現在の

形を考えたい。クラブの活動内容について、情報

研修委員会を中心に、新しい型を考えていきたい。 
◇職業分類・会員選考委員長 
 大高司郎 
 職業分類について見直しを行い、介護の小分類

が増えた。会員選考については、実質３名の増加

があり、退会者もあらず素晴らしい年度だった。

次年度は４名の純増にむけてがんばりたい。 
◇会員増強・維持委員長 
 江尻 寛 

３名増加はよかった。会

員の協力の下、若い人も含

めて４名の目標を達成し

たい。 
 
 

◇クラブ奉仕Ⅱ委員長 
 大高司郎 
 新年度スタートの６月、クラブ奉仕Ⅱ委員会で

は小委員長会議を開催し、事業計画について意見

交換をして連携を図った。例会プログラムは例年

以上に卓話が充実し、例会のマンネリ化防止とな

った。次年度においても充実した卓話を中心に魅

力あるプログラムを計画して欲しい。出席率につ

いては多くの改善はなかった。一方、メークアッ

プについては会員に浸透されたが一部の会員にと

どまった。次年度は積極的にメークアップを活用

しよう。公共イメージは SNS の管理者を 1 名か

ら 3 名に増やし、たかはぎ FM 活用した広報は会

員登録だけで終わったが、次年度はコミュニティ

FM を活用した新たな広報を検討して欲しい。 
◇プログラム・雑誌委員長 
 鈴木直登 
 プログラムを計画するために入念な打ち合わせ

を行い、実現した結果として外部卓話については、

各界各層から多くの人の卓話を実施できた。今後

も是非続けていかれたい。例会に出席できない会

員の卓話については実施できなかった。今後の課

題である。 
◇出席・ニコニコＢＯＸ委員長 
 花園文熙 

 事業報告につい

て。出席率向上のた

め第１分区の各ロ

ータリークラブの

例会開催場所・日

時を明記しメイク

アップを推奨し会

報にも記載した。ま

た期初に会長はじめ関係者の方からも出席依頼し

て頂いた。新入会員の出席率は良好であるが会員

満足度アンケートによると出席について一工夫が

必要であることが示されている。（４月現在年間出

席率 81.8％である。） 
ニコニコ BOX の拠金は例会出席者殆ど全員か

ら爽やかなまた健康、社会風刺のコメントを頂き

ながら、６月５日現在 803,300 円となり、会員の



協力で奉仕活動・周年行事の原資に寄与する目標

80 万円をクリアした。 
次年度申し送り事項について。欠席会員の事情

を把握して、会長、幹事、親睦活動・家族委員会

と協力し会報、諸資料や懇親会の案内等を届け、

出席を促すとともに退会防止にも注力して頂きた

い。拠金に関しては特に鈴木直登さんの協力をい

ただいた。有難う御座いました。 
◇親睦活動・家族委員長 

石川武信 
事業報告 
①内部の行事 

前期：納涼会、観月会、

忘年会 
後期：観桜会、反省会 

②外部の行事 
 ガバナー公式訪問、北茨城ＲＣ合同新年会（１

９年～２０年高萩ＲＣ担当）、三団体合同例会（１

９年～２０年高萩ＲＣ担当） 
③ゴルフ同好会 
④誕生祝、結婚祝 
⑤お客様の紹介 
引継事項 
①会場の予約は早めに行ってください。 
②月の第一例会にその月の誕生者及び結婚された

夫婦を紹介する。 
誕生祝はクラブ創立５０周年の記念大会式典用

のジャンパーまたはジャケット等のために積み立

てる。石川年度は１０万円積み立てる。結婚祝は

会長のメッセージを添えて結婚記念日に花屋さん

より自宅まで届けていただいている。 
委員会による行事の反省会は、その担当委員会

に担当をお願した。 
内部の行事は企画からすべて親睦活動・家族委

員会が担当した。外部の行事は、企画準備は会長・

幹事が担当し、当日の懇親会のみ親睦活動・家族

委員会が担当した。 
◇公共イメージ向上委員会 
 田所和雄 

 会報の作成はチ

ームワーク良く担

当していただいた。

会報はＨＰにも掲

載してきたが、不具

合によりメールで

の配信を実施した。

５月にＨＰをリニューアルし、今は facebook、ブ

ログも開設した。ＨＰを見ればロータリー全体分

かるようになっており、クラブの紹介・活動・会

員募集も分かりやすくなっている。たかはぎＦＭ

でのＰＲはもっと力を入れたい。ロータリーの友

は図書館に寄贈し、雑誌コーナーに置いていただ

いている。今後は、年間活動をコンパクトにまと

めたようなものを発行するなどしてＰＲをしてい

きたい。ＳＮＳの活用もしていきたい。 
◇社会奉仕委員会 
 鈴木國男 

 アジサイの植栽の管理

などを行った。桜を植え

る活動は、次年度にもが

んばっていっていただき

たい。本数を増やして、

成長させ、クラブでお花

見ができるようになればと考えている。 
                                  
【メークアップ】 
６／６  第１分区会長・幹事会  
     福田文乃 
６／７  地区会員増強セミナー準備会  

大髙司郎 
６／１２ 第５分区会長・幹事会（講師として）  
     大髙司郎・大河原 浩 
 
【ニコニコ BOX】 
大髙司郎さん：１７年前の今日、高萩ＲＣに入会

しました。ハンブルク国際大会に行って来ました。

小森勇一さん：大髙司郎地区委員長さん、ハンブ

ルク国際大会ごくろうさまでした。 
石君平さん：梅雨寒で、体調不良です。 
鈴木直登さん：寒さ異常。ストーブ騒ぎ。６４年

前地域総出の部分林に幕がおりる。 
花園文熙さん：涼しいというより寒くなりました。

体調に気をつけましょう。 
福田文乃さん：急に寒くなりました。体調には、

気をつけて下さい。石川武信さん、鈴木国男さん、

江尻寛さん、沼田操さん、田所和雄さん、大河原

浩さん、菱川健司さん 
 

本日計  １７，５００円 
    累 計 ８２０，８００円 
 
【ロータリー財団】 
    本日計       ０円 

累 計 ６２７，７４０円 
 
【ポリオプラス】 
    本日計       ０円 

累 計  ４２，７８０円 
 
【米山記念奨学会】 
    本日計   ２，０００円 

累 計 ４８５，２００円 


