
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間     今月：           来月： 会 員 増 強  月間 

７月３日例会より 

『 新年度方針 』 
  
＜小森会長 挨拶並びに新年度方針＞ 

 新年度は、高萩ＲＣにとり創立以来 50年目の

年となります。皆様とともに心からお祝いし、本

年度の活動を決意新たにスタートします。 

 本日は北茨城ＲＣ副会長 村山潤一様、幹事 

椿眞理様がおいでいただき、花を添えていただき

ました。お礼申し上げます。 

          始めに、50年間活動を積 

み重ねてくださった先輩会 

員に敬意を表します。さら 

に、先週まで先頭に立って頑 

張ってくださった、初の女性 

会長でありました福田文乃 

会長、大河原浩幹事さんに対

し、深い敬意を表し盛大にご苦労様と拍手をおく

ります。 

 大変喜ばしいことに新年度は、大平敏明さんを

お迎えして 31名の会員でスタートできることで

あります。 

 

（2019~20年度役員・理事） 

(会長)   小森 勇一  (直前会長) 福田 文乃 

(副会長) 田所 和雄  (幹事)   今川 隆 

(会計)  菊地 一   (ＳＡＡ)  石川 武信 

(理事)  大髙 司郎、 横倉 稔明、石 君平、 

  花園 文煕、 大河原 浩、 

鈴木 直登、 沼田 操 

(50周年実行委員会)  上田 良三、  鈴木 啓志 

 

(第 2820地区クラブ奉仕総括委員長) 大髙 司郎 

  

 
  新役員・理事と北茨城ＲＣ村山様・椿様 

＜新年度方針＞ 

 本年度のテーマは、 

  「親睦、仕事、奉仕、そして 50年をつなぐ」 

    としました。 

＊初心に帰って、親睦を深めることに心がける 

 ＊創立 50周年につては、上田会員、鈴木会員を 

  中心に全会員で対応する 

 ＊創立時 23名、認証伝達式 27名を思い返し、今 

年度は純増 4名の目標 

＊仕事に頑張っている人や生涯現役の活動をして 

いる人をＲＣに誘い、クラブの活力を高める 

＊クラブ奉仕Ⅱ、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉

仕、国際奉仕の各部門については、内容の充実

に努め、地域のニーズに応える 

＊活動を通して、公共イメージの向上に努める 

 ＊ロータリー財団、米山記念奨学会への協力 

 ＊SAAチームの指導力で魅力的な例会 

 ＊2020.5新庄ＲＣ創立 60周年記念式典参加 
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ７月 ３日 出席報告 

７月１０日 五大奉仕・各委員会方針 各委員長 会員数 出席者 欠席者 

７月１７日 100%出席者表彰・各委員会方針 出席ニコニコＢＯＸ・各委員長 ３１ １９ １０ 

７月２４日 前年度決算・今年度予算 会計 出 席 率 ： 65.52 % 

７月３１日 50 周年記念事業（クラブ協議会） 実行委員会 前々週訂正 ： 82.14 % 
 
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 
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今年度も昨年に続き、フレッシュな幹事を迎え

ました。今川幹事は歯科医として、患者、スタッ

フ、歯科医師会、地元本町商店会、ＰＴＡなど人々

とのつながりのもと大活躍です。「ロータリーは、

世間を変える行動人である」という言葉がありま

すが、その目標を実現しているロータリアンです。 

今年度のスタートにあたり、心から感謝し、ご

支援ご協力をお願いいたします。 

 

＜新旧会長・幹事バッジ交換＞ 

   
 

   
 

＜今川幹事挨拶並びに報告＞ 

 今年度、国際ロータリーの、 

マーク・ダニエル・マロ―二 

―会長は、「ロータリアンは、 

世界を変えていく行動人」と 

言っています。中村澄夫ガバ 

ナーも強調しています。 

小森会長から、今川さんの活動スタイルは、「今

のままでぴったり合っている」と言われて、不安

でいっぱいの中、少し安心して、勤めを果たせそ

うだと、ほっとしております。 

 そして、素晴らしいことに、皆さん、すでにお

気付きと思いますが、今月から、ガバナー月信の

表紙の題字は鈴木赫鳳先生が、揮毫したものにな

りました。いつ見ましても格調高い、芸術的な「月

信」となり、高萩ロータリークラブにとっても記

念すべき年となりました。 

 幹事報告の前に、3 点お伝えすることがありま

す。 

① 高萩 RC のホームページがリニューアルしま

した。とてもすっきりとしていて FBやリンク

へもサクサクと行くので皆さん是非見てくだ

さい。 

② 理事会の開催は原則として、毎月第 1回例会

の前 11：30より開始する。事前に議案書を

グループラインや事務局からのメールなどで

提案できるように心がける。 理事会で決定し

た議案書は議事録として事務局でファイル保

存するようにしようと思います。   

③ 現況報告書の作成 

   ７月 17日 各委員会計画提出 

   7月 24日 原稿完成 

   9月 11日 完成 

   9月 12日 ガバナー事務所へ送付 

 10月 9日（水） ガバナー公式訪問です 

＜幹事報告＞ 

・RI から 2019 年 7 月のロータリーレートは 1

ドル＝108円と My rotaryに掲載されています 

・第 2820地区財団ニュース 6月号 

  RI日本事務局財団室ニュース 7月号 

  いわき勿来Ｃ会報が来ています 

・日立港 RC（会長糸賀正俊、幹事古川英希）か 

ら日立港まつり納涼花火鑑賞会の案内 

 これは第一回会長幹事会でも話題になって、久

慈のサンピア日立の 3F から特等席で花火が見

られるそうです 

  ご家族、友人同伴オッケーなのでご都合良い方

は是非参加をお願いします。 

・RAC7月第一第二例会の案内が来ています。  

今年度の会長は卓話で来てもらった椎名君。幹

事は茨城キリスト教大学の木川君です。 

・長久保赤水顕彰会から赤水地図の原寸大レプリ 

カが贈呈されました 

 

＜大髙司郎地区クラブ奉仕総括委員長挨拶＞ 

1 年間高萩ＲＣを代表して、地区のクラブ奉仕総

括委員長をお引き受けすることになりました。 

地区のクラブ奉仕委員会には４つの小委員会①会

員増強委員会②クラブサポート委員会③公共イメー

ジ委員会④IT委員会があります。 

実際には 3 月から準備やセミナー開催が始まって

いますが、クラブを代表して地区のため頑張って参

ります。会員増強を含め、ご協力をよろしくお願い

致します。 

 

 

＜新会員の入会申込＞――小森会長 

 佐藤 利雄 様 日興建設（株）相談役 

  推薦会員――鈴木啓志会員増強・維持委員長 

  本日の理事会で承認されました。 

（7月 17日入会式予定） 

    

＜2019~20年度名誉会員＞ 

     大平 義雄さん 

     椎名 重直さん 

     深谷 保男さん 

     國井 美香さん 



＜五大奉仕委員会新年度方針――その１＞ 

（１）クラブ奉仕Ⅰ委員会――田所和雄委員長 

１． 活動方針 

 ロータリーの目的をよく理解して、会員増強と

維持に努め、クラブの充実、発展を図ることを活

動の基本とします。 

 小森勇一会長の「親睦、仕事、奉仕、そして５

０年をつなぐ」の方針の下、会員選考委員会、会

員増強・維持委員会、ロータリー・情報研修委員

会が連携し、全会員の協力の下に、会員増強・維

持に取り組めるように努めます。 

 そして、マーク・ダニエル・マローニーＲ.Ｉ会

長のメッセージにあるように、“ロータリーの奉仕

を通じて、有能で思慮深く、寛大な人びとが手を

取り合い、行動を起こすためのつながりを築くこ

と”ができるように、また、中村澄夫ガバナーの

地区スローガン「人、学びて更なる奉仕」が適切

に実践できるように努めます。 

２． 事業計画 

①会員一人ひとりが、ロータ

リーの情報を共有し、活発な

活動ができるよう支援する。 

②会員増強、純増４名とい 

う本年度の目標の実現を目指

す。また、そのための実践的方法を検討する。 

会員増強は、全会員で取り組みますので、ご協

力を宜しくお願いいたします。 

 

（２）クラブ奉仕Ⅱ委員会――大髙司郎委員長 

クラブ奉仕Ⅱには①プログ 

ラム・雑誌委員会②出席・ニ 

コニコ BOX 委員会③親睦活 

動・家族委員会④公共イメー 

ジ委員会があります。 

プログラム・雑誌委員会は前年度の鈴木直登委員

長が卓話を中心としたプログラム運営を企画、楽し

く充実した 1 年間となりました。引き続き、プログ

ラムを工夫し楽しい例会にして欲しいと思います。 

出席・ニコニコ BOX 委員会は花園委員長のご努

力により出席率が改善し、結果予算を上回る拠金と

なり充実した年度となりました。引き続き出席率向

上のために創意工夫の運営をお願い致します。 

親睦活動・家族委員会は毎年楽しい企画を実施し

てきましたが、長年クラブに在籍する会員からする

と、少しマンネリ感もあります。前年を踏襲せず、

新しい企画で是非皆さんを驚かせていただきたいと

思います。 

公共イメージ委員会は週報やホームページ運営が

中心となりますが、今年度においても 7 月 1 日には

小森勇一会長挨拶や年間プログラムが更新されてお

り、タイムリーな運営となっています。 

以上、いずれの委員会も地区においてもレベルの

高い運営であり、引き続きよろしくお願い致します。 

 

＜各委員会報告＞ 

１． ゴルフ同好会―鈴木国男会長 

三団体ゴルフ（ＲＣ，ＬＣ，ＪＣ） 

7月 11日（木）―6月 30日（雨天順延）分 

 

２． 社会奉仕委員会―石君平委員長 

   海岸清掃について 

   7月 6日（土）7時 30分から高萩中学校の

先の海岸で実施（6月 30日雨天順延分） 

 

【お客様】 

北茨城ＲＣ 2019-20年度副会長 村山 潤一 様 

      2019-20年度幹事    椿  眞里 様 

        
 

 今日の高萩ＲＣの例会は喜ばしいニュースが満

載でのスタート、おめでとうございます。 

昨日の北茨城ＲＣの例会には、小森会長、今川

幹事に出席いただき、例会に花を添えていただき

ました。 

 地区の研究会の時に、幹事同志で「お互いのス

タートの例会を訪問しよう」との約束が出来てい

たとの話です。 

小森会長から、「北茨城・高萩の行政が手を取り

合って事業を進めているので、ロータリーもそれ

に負けずに絆の深い関係を作っていきましょう」

との挨拶がありました。よろしくお願い致します。 

 高萩ＲＣは 50 周年を迎えるとのことおめでと

うございます。北茨城ＲＣは高萩ＲＣの５年後に

創立されましたので、45周年になります。式典の

ご案内を送りますので是非ご参加ください。 

 

 

【メークアップ】 

７／２ 北茨城ＲＣ例会 小森 勇一、今川 隆 

 
 



【ニコニコ BOX】 

北茨城ロータリークラブ村山潤一様、椿眞里様：

新年度第一例会おめでとうございます。今年は更

に親睦を深めてまいりましょう。 

小森勇一さん：2019-2020 年度のスタートです。

皆様どうぞよろしくお願いいたします。北茨城Ｒ

Ｃ、村山様、椿様、祝福の御来訪ありがとうござ

います。 

今川隆さん：いよいよ小森年度が始まりました。

幹事としてしっかりと務めさせて頂きます。 

鈴木啓志さん：小森丸の船出をお祝い申し上げま

す。北茨城ＲＣ村山さん、椿さんようこそ！ 

大平敏明さん：先週は、歓迎のお言葉をいただき

ありがとうございました。今日からよろしくお願

いします。 

沼田操さん：小森会長１年間よろしくお願いしま

す。 

石君平さん：小森会長、今川幹事よろしくお願い

します。誕生月です。 

鈴木直登さん：新しい出発。笑顔で楽しい１年を

念じて。自分の身の回りは問題がたくさん。  

花園文熙さん：小森年度のスタート、よろしくお

願い致します。 

大髙司郎さん：新年度のスタートです。小森会長、

今川幹事、１年間よろしくお願いします。大平さ

ん、入会を歓迎します。北茨城ＲＣ、椿さん、村

山さんようこそ。 

棚谷稔さん：小森会長、今川幹事一年間よろしく

お願いします。誕生月です。 

田所和雄さん：小森勇一会長、今川隆幹事、一年

間宜しくお願い致します。村山潤一様、椿眞里様

ようこそいらっしゃいました。 

大河原浩さん：小森会長、今川幹事、１年間よろ

しくお願いします。がんばって下さい。 

上田良三さん、石川武信さん：江尻寛さん、 

鈴木国男さん、、櫻井高志さん、平野浩司さん 

      本日計  ２９，０００円 

      累 計  ２９，０００円 

 

【ロータリー財団】 

      本日計   ５，０００円 

累 計   ５，０００円 

 

【ポリオプラス】 

      本日計   １，０００円 

累 計   １，０００円 

 

【米山記念奨学会】 

      本日計   ７，０００円 

累 計   ７，０００円 

 

【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆ 

７/２３   石 君平さん 

７/３０   棚谷 稔さん 

＜高萩海岸清掃＞ 

  ――小森年度、最初の奉仕活動―― 

 7 月 6 日（土）7 時半から、高萩市自慢の白浜

をきれいに美しく保つため、市民憲章にある『自

然を大切にし、美しいまちづくり』を推進する活

動に、今年度も高萩ＲＣとして参加。 

 
 

 
 

【花貫川護岸提のアジサイロード】 

6月 27日棚谷会員のチームにより、アジサイの

周りの草刈りを実施。おかげさまで、きれいにな

り花も良く見えるようになりました。葛のつたが

絡んでるので、今年はつた切を実施する予定、ご

協力を願います。 

 
 

 


