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、来月：会員増強月間

７月１７日例会より

『１００％出席者表彰・委員会方針 』
〈小森会長 挨拶〉
本日は、第 1 分
区ガバナー補
佐鈴木一良
様、同じくセク
レタリー金澤好
利様ようこそい
らっし ゃいまし
た。大歓迎でご
ざいます。
鈴木一良様におかれましては、藤井ガバナー年度
の地区幹事を務められ、今年はガバナー補佐の重
責を担います。第 1 分区の先頭を行くリーダーでご
ざいます。本当に大変でございますが、本年度はど
うぞ、よろしくお願いいたします。
金澤好利様におかれましては、大髙司郎ガバナー
補佐年度に日立ロータリークラブの会長でありまし
て、大変ご協力をいただきました。本日は、これから
東京出張だそうですが、ぜひ一言、お話してからお
出かけいただきたいとお願いいたします。
改めて申すまでもなく、日立ロータリークラブは、
私どもの親クラブです。1971 年、昭和 46 年です
が、認証状伝達式の際には、60 名の方が日立クラ
ブから参加してくださいました。出席者の名簿には、
鈴木正義様のお名前もございます。
ついこないだのような気持ちですが、来年 10 月
25 日には、創立 50 周年記念式典を行います。今
から、お願い申し上げておきます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
月 日
７月２４日
７月３１日
８月 ７日
８月１４日

プ ロ グ ラ ム
前年度決算・本年度予算
５０周年記念事業（クラブ協議会）

会員増強フォーラム
お盆の休会

〈第１分区ガバナー補佐 鈴木一良様 挨拶〉
皆様こんにちは。いつも高萩ロータリークラブにお邪魔
しますと、何か非常に違和感がなくて、昔からの知り合
いがたくさんいらっしゃるクラブということで、とても安
心できます。高萩ロータリークラブの例会に来るたびに
感じることですが、地区研修会に出席した報告をきち
んと行われていることや、会報が非常に見やすく作られ
ていて、誰が目にしても読みやすいように工夫がされて
いることなど、非常に良いなといつも感心しております
ところで、今年はガバナー補佐と言うことで大役を担
うわけでございますが、高萩ロータリークラブにおかれ
ましては、江尻さん大髙さんと歴代のガバナー補佐の
方がいらっしゃるわけでございまして、また皆さんのご
指導をいただきながら今年一年努めて参りたいと思っ
ております。
また、小森会長とは顔を合わせることが多く、13 日
の財団研究会のおいてもお会いしてますが、聞くところ
によりますと 2 回目の会長職ということで敬意を表する
わけでありますが、英語スピーチコンテスト、社会奉仕
活動、国際奉仕活動など、継続事業においては、いろ
いろ課題が多いと感じております。是非、２回目の会長
職だからこそ、でき
ることがあると思い
ます、見直すところ
は見直していただ
き 、 今 年一 年務 め
ていただければと
思います。ガバナー
補佐といたしまして
担

当

会計
実行委員会（移動例会）
会員増強維持委員会
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1.真実かどうか
か

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

各クラブの皆さんが少しでも活発に活動できるよう

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

にご支援を申し上げるとともに活性化したクラブ運営

ど

う

か

ができるようにお手伝いをしていきたいと考えていま

す、当クラブとしてはそれを認め、仕事も頑張って頂

す。また、ガバナー補佐事前訪問の時には、詳細な発

きたいと考えますが、これらの会員さんとの連絡をど

表をさせていただきます。本日はありがとうございま

のように取っていくか、課題となります。一方で、すで

す。

に退職されて、生涯現役を目指す会員さんもおられ

〈ガバナー補佐セクレタリー 金澤好利様 挨拶〉

ます。敬い尊ぶ気持ちを持って進めて参りたいと考

皆様こんにちは。

えます。仕事を頑張ることと、ロータリー活動を続け

日立ロータリー

ることと、これをどのように結びつけていくかが大き

クラブの金澤で

な課題であると思っております。

ございます。本
年度は鈴木一

〈今川幹事報告〉

良ガバナー補佐

① 7/31（水） ５０周年事業クラブ協議会出欠確認

のセクレタリーと

② 中村ガバナー事務所より公式訪問の連絡が届く

いたしまして、私

③ 7/28（日） 奉仕プロジェクト研究会のお知らせ

と、同じく日立ロータリークラブの佐々木幸一会員の

④ 第４９回高萩祭り実行員会の案内が届く

２名でセクレタリーを務めさせていただきます。１年間

⑤ ハイライト米山が届く

皆様と一緒に第１分区を盛り上げていきたいと思い

⑥ 茨城県北 RAC より、文化デザイン学院のイベン

ますので、ご協力よろしくお願いしたいと思います。
私が高萩ロータリークラブにお邪魔したのは３年
前の２０１６－１７年度でした。高萩ロータリークラブで

トの案内が届く
⑦ 高萩市国際交流協会より、ホストファミリーの案
内が届く

は、大髙ガバナー補佐、沼田会長、小森幹事の頃、

⑧ 日本盲導犬協会より、会報誌が届く

日立ロータリークラブでは私が会長でございまして、

⑨ 日立太田 RC より、週報が届く

一緒に第１分区で活動させていただきました。その節
は大変お世話になりました。あれから３年ぶりに高萩

〈100％出席者表彰〉

ロータリークラブにお邪魔させて頂きますが、事務員
の方が変わられ１年半になるとお聞きしました。非常
に生き生きとされた方で、きっと例会の場は盛りあが
っていることだろうなと、会員の皆様もさぞかしロー
タリー活動がやりやすいのではないかと肌で感じま
した。
小森会長におかれましては、２度目の会長職とい
うことで、２０１６－１７年度幹事をやられていたときか
ら、小森会長のバイタリティーには素晴らしい物があ
りまして、我々もついて行くのがやっとだったのを覚
えております。本年度もよろしくお願いします。
また、来年は高萩ロータリークラブ設立５０周年と
いうことで、是非我々も一緒にお祝いさせていただき
ます。１年間、第１分区を鈴木一良ガバナー補佐とと

本年度は計１３名が表彰される。男性にはネクタイ、

もに盛り上げて参ります、どうぞご協力よろしくお願

女性にはブローチの記念品が贈呈された。

いいたします。
〈会長方針の補足説明〉

花園文煕会員（ホームクラブ１００％）

第１例会で会長方針は説明しましたが、基本方針の４

上田良三会員、永山捷平会員、鈴木啓志会員、

番を「多忙な職業人の仕事、また、生涯現役の活動

石川武信会員、大髙司郎会員、沼田操会員、

を敬尚しクラブの活力を高める」とさせて頂きました。

石君平会員、田所和雄会員、小森勇一会長、

これについて一言補足させて頂きます。

福田文乃会員、今川隆会員、大河原浩会員

仕事多忙であり、例会に出られない会員がおられま

〈委員会報告〉

◇親睦活動・家族委員会

◇青少年奉仕研究会出席報告 大河原 浩委員長

副委員長/棚谷 稔会員

２０１９年７月１４日（日）水戸三の丸ホテルにて開催。

鈴木 国男委員長

委員/福田文乃会員、鈴木啓志会員、岡田拓也会員

代理出席された福田パスト会長より報告レポート。

・例年とは違う趣向をこらしていく。

～以下要点まとめ～

・面白い行事を考え、皆さんが参加したくなるように

中村ガバナー挨拶から始まり、役員紹介、小委員

努力する。

会役員紹介、そして活動報告がなされた。
・インターアクトクラブの立ち上げ努力

◇公共イメージ向上委員会

・ロータアクトクラブを増やす

副委員長/櫻井高志会員

・留学生の受け入れ促進

委員/石君平会員、鈴木直登会員、田所和雄会員、

・マンネリ化の奉仕活動の見直し

石 平光委員長

大髙司郎会員、棚谷稔会員、大河原浩会員

・地域が求める奉仕活動をする

・中村ガバナーの地区方針の元、これまでの活動方

・奉仕活動の効果確認

針、事業計画を踏襲しつつ活動していく。

・他団体を支援・協賛するだけの奉仕は見直す

・会報を読みやすくする。

・青少年奉仕委員会の問題点として、地域のニーズ

・地元メディアや、市報などを活用し、ロータリー活動

を捉え、持続可能な奉仕活動を行い、進化させなが

を宣伝していく。

ら進めることが必要。
・高橋パストガバナーより、高萩 RC の英語スピーチ

◇SAA 委員会

石川 武信委員長

コンテストについてコメントがあり、最優秀賞をつくり

副委員長/江尻寛会員

短期又は長期の留学生の選出へ繋げて頂きたい。

委員/櫻井高志会員、大髙司郎会員
・１ヶ月交代で司会を務める。

◇ロータリー財団研究会報告 鈴木 直登委員長

・活動方針、事業計画は前年を踏襲。

２０１９年７月１３日（土）ダイヤモンドホールにて開催。

・例会の円滑な進行を務める。

代理出席された小森会長より報告レポート。
～以下要点まとめ～
・研究会の内容は前年同様で、中村年度も補助金を
申請して奉仕活動を行うことになる。詳細については

【お客様】
ガバナー補佐 鈴木一良 様
セクレタリー 金澤好利 様

後日お知らせいたします。
〈２０１９－２０年度 委員会方針〉
◇ロータリー情報・研修委員会

沼田 操委員長

副委員長/鈴木直登会員、委員/福田文乃会員
・合計３名で活動いたします。本年度は新会員が入り、
大いに活動できると思いす。活動方針、事業計画は
前年を踏襲。
◇出席ニコニコ BOX 委員会

棚谷 稔委員長

副委員長/菱川健司会員
委員/石川武信会員、菊池一会員、永山捷平会員
・活動方針・事業計画ともに前年度を踏襲した上で、
欠席者に対しては出席を促していく。
・ニコニコ BOX も出席者が少ないと集まらないので、
出席を促す活動をしていく。
・ニコニコ BOX の目標８００，０００円。
・ニコニコ BOX のコメントをユーモアに。

～高萩ロータリークラブへようこそ～
ガバナー補佐鈴木一良様、セクレタリー金澤好利様
ようこそいらっしゃいました。本年もどうぞよろしくお
願いいたします。（小森会長）

【メークアップ】
７／１０ ＲＡＣ例会 今川 隆
７／１６ クラブ奉仕研究会準備会 大髙 司郎
〈ニコニコ BOX〉
鈴木啓志さん：ガバナー補佐ようこそ！！
鈴木直登さん：鈴木様、金澤様ご両名本日はありが
とうございます。有償ボランティアなる言葉を耳にし
て、へぇ～と驚いています。
大平敏明さん：来週は、都合により休ませていただき
ます。
小森勇一さん：ガバナー補佐鈴木一良様、セクレタリ
ー金澤好利様ようこそいらっしゃいました。本年もど
うぞよろしくお願いいたします。
田所和雄さん：鈴木一良ガバナー補佐、金澤好利セ
クレタリー、ようこそいらっしゃいました。本年もどう
ぞよろしくお願い致します。
大髙司郎さん：第一分区ガバナー補佐の鈴木一良様、
セクレタリーの金澤好利様、１年間ご指導よろしくお
願いいたします。共に頑張りましょう。
大河原浩さん：鈴木ガバナー補佐、金澤セクレタリー、
本日はようこそ！！よろしくお願いします。
花園文熙さん： 鈴木一良ガバナー補佐様、金澤好
利セクレタリー様、ようこそお越し頂きありがとうござ
いました。
石川武信さん：ガバナー補佐鈴木様、セクレタリー金
澤様、ようこそいらっしゃいました。
沼田操さん：毎日はっきりしない天気ですね。年を取
るとこたえますね。鈴木さん金澤さんお世話に成りま
す。
石平光さん：鈴木ガバナー補佐、金澤セクレタリー様
お世話になります。歓迎致します。最近の日韓問題
困った事です。戦宣言まで言われる始末。日本は強
く反論してほしい。
棚谷稔さん：梅雨明けが待ち遠しいです。
石君平さん：鈴木ガバナー補佐、金澤セクレタリー、
よくいらっしゃいました。一年間ご指導よろしくお願
いします。江尻寛さん、鈴木国男さん、今川隆さん、
菱川健司さん、平野浩司さん
【ニコニコ BOX】
本日計
１８，５００円
累計
６４，５００円
【ロータリー財団】
本日計
３，０００円
累計
２２４，０００円
【ポリオプラス】
本日計
０円
累計
１，０００円
【米山記念奨学会】
本日計
１，０００円
累計
１４，０００円

