
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月：           来月： 会員増強月間 
７月２４日の例会より 

『前年度決算・本年度予算』   
＜小森勇一会長挨拶＞ 

  
本日は、日興建設株式会社取締役 佐藤利雄

様、ようこそいらっしゃいました。そして、高萩

ロータリークラブへの入会、本当におめでとうご

ざいます。 
長年にわたり、入会をお待ちいたしておりまし

た。その気持ちを今からお話したいと存じます。 
 ここに 50 年前にかかれた「菊池寛実 遺訓集」

という本があります。昭和 15 年 1940 年に高萩

炭鉱株式会社を創業した、馬頭町出身の菊池寛実

社長の言葉を集めたものです。菊池さんは、栃木

の偉人、田中正造の薫陶を受けられた方です。 
この中には「人間は勤労の精神を失ってはならな

い。人間は勤労を通じて社会に役立っているので

ある。」、「労働を通じて、精神的修養を行うとこ

ろに意義がある」等々。 私どもの職業奉仕とつ

ながる言葉もございます。高萩炭鉱は、1100 人

を超える従業員の仕事と家族の生活を支える高

萩町の大企業でございました。私も、子供の頃か

らお世話になったのですが、菊池社長は、寄付を 

することででも、なかなか、太っ腹なところがあり

ました。地元の火の見櫓を建て、昭和 35 年には、

秋山中学校のために高萩市に 1000 万円を寄付して

います。 
このような高萩炭鉱グループから、ロータリーク

ラブに会員をお迎えしたいと長い間願っていた次第

であります。佐藤利雄様をお迎えできまして、本当

にうれしく、大歓迎でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 
 先週、挨拶にお出でいただいた、鈴木一良ガバナ

ー補佐から、お褒めの言葉とともに、御礼状をいた

だきました。 
 
＜佐藤利雄会員 入会式＞ 

 
佐藤利雄氏にバッチをつける小森会長と今川幹事 
佐藤利雄氏 
日興建設株式会社 取締役相談役 
一級建築士、一級建築施工管理技士 
クラブ所属：社会奉仕委員会  

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ７月 ２４日 出席報告 

７月３１日 50 周年記念事業 クラブ協議会 実行委員会、白木屋 ６時３０分 会員数 出席者 欠席者 

８月 ７日 会員増強フォーラム 会員増強維持委員会 ３２ １８ １１ 

８月１４日 お盆の休会  出 席 率 ： 62.07 % 

８月２１日 納涼会、上君田高萩ふれあいの里 親睦活動・家族委員会 ６時 前々週訂正 ： 86.21 %  
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 ： 小森 勇一 

幹    事 ： 今川   隆 

■URL  https://www.takahagirc.jp  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: 石平光 櫻井高志 石君平 鈴木直登 

大河原浩 田所和雄  棚谷 稔 大髙司郎 

 
 

 
 

発 行 

2019.7.31    

第 ４ ９巻 

第 ４ 号 

通 巻 

２３３５号 
 

TAKAHAGI 
ROTARY CLUB 

WEEKLY 
国際ロータリー第２８２０地区

1970年 10月 30日設

立 

2019-2020 

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

 

https://www.takahagirc.jp/


＜佐藤利雄 新会員挨拶＞ 

  
 皆さんこんにちは。このたび由緒ある高萩ロー

タリークラブにお誘いをうけて、入会させていた

だき、ありがとうございます。 
私は、５９歳のときオーナーから日興建設の摂

政を受けよということで、オーナーのもとで副社

長を務めてきましたが、７０歳になるので菊池節

オーナーに退任のお許しをいただき、後継者を推

薦して取締役相談役に就いております。 
小森会長から高萩炭鉱のお話しがありましたが、

私が入社したのが昭和４５年ですので、炭鉱の経

験はありません。日興建設の創業は昭和２４年で

すので、今年の９月１４日に７０周年を迎えるこ

とになります。私が一番の古参になり、現在、記

念誌の作成にあたっています。会社の歴史を作っ

て、後継の社員のために１００年企業を目指そう

ということでやっている最中です。これからよろ

しくお願いいたします。 
 
＜推薦者鈴木啓志会員より＞ 

  
 推薦者として、佐藤利雄さんの紹介をいたしま

す。佐藤さんとは同年代であり、自分が日興建設

に入社してから１２年間一緒に仕事をした間柄で

す。佐藤さんは建築が専門で、早く一級建築士の

免許を取得したしたので、自分も後を追って取得

しました。自分に良い影響を与えてくれた方です。

自分の祖父が一時期、日興建設の社長を務めた時

期もありましたが、かつては高萩炭鉱グループか

ら何人もＲＣに入会していた時期もありました。

佐藤さんが社長業から相談役になったので、今回

お声をかけ、入会していただき嬉しく思っていま

す。私も会員増強委員長として、今年度二人目の

会員を迎えることが出来ました。佐藤さんをよろ

しくお願いいたします。 
 

＜2018-2019 年度決算＞ 
大河原 浩 前幹事 

  
 大河原 浩前幹事から、2018-2019 年度一般会

計の収入・支出について、詳細な報告がありまし

た。詳細については、配布資料でご確認ください。 
一般会計  
収入総額 ７，３８４，２０２円 
支出総額 ７，１２９，２５２円 
差引残額   ２５４，９５０円 次年度へ繰越 
＜会計監査報告＞ 
花園 文煕 会計監査委員 

  
 2018-2019 年度一般会計及び特別会計の収支決

算について、関係書類及び、証拠書類を監査した

結果、正確かつ適正であることを認めます。 
2019 年 7 月 10 日 

会計監査委員  花園文煕 
会計監査委員  石川武信 
 

＜2019-2020 年度予算＞ 
今川 隆 幹事 

  
 2019-2020 年度の基本方針・事業計画に基づき、

各委員会が活動を展開するための収支予算を組み

ました。詳細については、配布資料でご確認くだ

さい。 
一般会計予算書 
収入の部 ７，１１５，０５０円 
会費 160,000 円×32 人、80,000 円×2 人、参加

者負担金、ビジター費、振替収入、チャリティー

基金、協賛金、前期繰越金、雑収入、地区補助金 
 



支出の部 ７，１１５，０５０円 
RI 人頭分担金、雑誌文献費、地区協力金、諸会合

登録費（IM、地区大会等）米山奨学金普通寄付、

諸会合旅費、事務局費、例会費、会議費、クラブ

奉仕Ⅰ、クラブ奉仕Ⅱ、職業奉仕、社会奉仕、青

少年奉仕、国際奉仕、ロータリー財団、米山記念

奨学会、周年事業積立金、50 周年実行委員会、予

備費 
 
小森会長より補足説明 
＊会員数は、３０名＋４名で計上してあります。 
できるだけ会員を増やして収入増を目指します。 
＊振替収入については、ニコニコ BOX 会計から

の振替なので、ニコニコ BOX の拠金の協力をお

願いいたします。 
＊社会奉仕委員会については、アジサイロードの

草刈り等もあり、ぎりぎりの予算ですが、何とか

お願いいたします。 
＊50 周年事業積立金の外に、50 周年実行委員会

の予算を 130,000 円計上してあります。 
 
＜親睦活動・家族委員会より＞ 
８月の納涼例会 
期日：８月２１日（水）午後６時より 
会場：高萩ふれあいの里フィッシングエリア 
   上君田 

バーベキュー、魚のつかみ取りあり 
バスの送迎があります。 
ご家族の参加大歓迎です。 
 
＜幹事報告＞ 
＊８月４日の米山合同セミナーの日程が来ていま

す。先日、勝田ＲＣ中島純一幹事から米山記念奨

学生の師成（しせい）君が、高萩ＲＣの８月第１

例会に訪問するとの連絡がありました。 
クラブへの訪問日、８月７日（水）12:30～13:30 
沼田委員長には、本人と当日の打ち合わせ等をお

願いいたします。 
＊８月２５日開催の地区の会長幹事会の案内が来

ています。 
＊茨城県北ＲＡＣから、８月第１、第２例会の案

内が来ています。 
＊国際ロータリー第 2820 地区国際交流奨学金の

奨学生募集要項が来ています   
 

【メークアップ】 
７／１８ 地区・戦略計画委員会会議 大髙司郎 
７／２３ ＲＡＣ例会  今川隆  
 

 

【ニコニコ BOX】 
大河原浩さん：久々の青空、気持ちがいいですね。

佐藤利雄様入会おめでとうございます。 
鈴木啓志さん：佐藤利雄さんの入会を、心から歓

迎します。 
鈴木直登さん：やっと陽が出た。佐藤さんも入会

され大きな一歩。確かな一歩。残念は投票率の低

さ。 
田所和雄さん：佐藤利雄様、入会おめでとうござ

います。今後ともよろしくお願い致します。 
花園文熙さん：佐藤利雄さん入会おめでとう御座

います。今日は久しぶりの晴れですが日照不足で

キュウリは、ひん曲がり。西瓜は甘味不足いつ梅

雨が終わるやら。 
石川武信さん：佐藤さん入会おめでとうございま

す。  
棚谷稔さん：佐藤さん御入会おめでとうございま

す。一緒にＲＣを楽しみましょう。 
石君平さん：佐藤さん、入会大歓迎です。 
小森勇一さん：佐藤利雄様、入会おめでとうござ

います。大歓迎です。よろしくお願いいたします。 
上田良三さん、鈴木国男さん、大髙司郎さん、沼

田操さん、今川隆さん、櫻井高志さん、菱川健司

さん、平野浩司さん 
 
    本日計  １８，５００円 
    累 計  ８３，０００円 
 
【ロータリー財団】 
    本日計  ２３，０００円 

累 計 ２４７，０００円 
 

【ポリオプラス】 
    本日計  １２，０６０円 

累 計  １３，０６０円 
 

【米山記念奨学会】 
    本日計  ４３，０６０円 

累 計  ５７，０６０円 


