
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間  今月：基本的教育と識字率向上月間   来月：経済と地域社会の発展月間  

８月２８日例会より 

『 社会奉仕フォーラム 』 
  

＜石 君平 社会奉仕委員長＞ 

先ほど小森会長から話がありましたよう

に、高萩ＲＣの社会奉仕活動「アジサイ管理」

の草刈りについて、今後どうするかを検討す

る必要があると指摘されています。 

全員で考えるためにその経緯等説明しま

す。あとで、ご意見・ご提案いただきます。 

【アジサイ管理も含めた 

2019~20年度社会奉仕事業計画】。 

① 高萩海岸清掃 

毎年、高萩ＲＣの最初の奉仕活動として、 

「高萩市市民憲章推進協議会」主催の高

萩海岸清掃に他団体とともに参加 

    今年度は、7月 6日実施 

② 花貫川護岸提のアジサイの管理 

花貫川「新花貫橋」から上流の「小屋下

橋」までの護岸提 1.1 Ｋｍにアジサイ 470

本をＨ 16年 11月とＨ 20年 5月植樹。 

  「ＲＩ 100周年記念事業」 

  「高萩市市制施行 50周年記念事業」 

 として、茨城県から花貫川護岸提の南斜面 

を借り、市民参加で植樹（当初名札設置） 

し、以後の草刈りも植樹した市民とロータ 

リアンで実施する計画でスタート。 

 この事業は、もともとＨ 15年 7月の例 

会に「高萩市内一周のサイクルロード」を 

作ろうと提案され、高萩市や茨城県工事事 

  務所（旧土木事務所）と協議していた計画 

で、ＲＩ 100周年記念事業として、サイク 

ルロードの一部を「アジサイロード」と名 

付け、先行整備したもの。 

 「サイクルロード」については、Ｈ 20 

年 12月に高萩市から現状では整備困難と 

の回答を受け中断。 

 アジサイ周辺の草刈りについては、当初は市 

民とＲＣ会員で実施、その後、石滝地区と島 

名地区の区長に依頼。前年から、棚谷会員の 

チームに依頼し、年 3回実施。今年 9月に「葛 

のつた切」を会員で実施計画。 

 今後の管理について、引き続き検討する。 

③ 上君田の営林署事業所跡地の桜の草刈り 

ーー地域の「桜賞会」と共同で実施 

  2018~19年度ＲＩ会長提唱のアースデ 

 イ記念として 30本植樹。 

   （8月 21日納涼会へ行く途中、一部 

会員で現地視察） 

④ 社会福祉施設「リバティ若栗」支援活動 

――新規事業として検討 

  (案)市民ボランティア活動「読み聞かせ」 

と合わせ、入所者に誕生祝を贈る 

  （案）共同作業――以前のとうもろこし栽培 

          等を参考に検討する 

 ここ 2，3年高萩ＲＣ社会奉仕活動は縮小し 

ているので、新提案をお願いいたします。  
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ８月２８日 出席報告 

９月 ４日 会員増強について 会員増強・維持委員会 会員数 出席者 欠席者 

９月１１日 英語教育について 青少年奉仕委員会 ３３ １６ １３ 

９月１８日 観月会（移動例会） 親睦活動・家族委員会 出 席 率 ： 55.17 % 

９月２５日 イニシエーションスピーチ プログラム委員会 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 

 

 

 

 

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 
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＜会長挨拶＞ 

北茨城ＲＣ会長熊田栄様ようこそいらっし

ゃいました。先週の例会は、親睦活動・家族

委員会のお世話により「高萩ふれあいの里フ

ィッシングエリア」にて、盛大に「納涼会」

が出来まして、感謝しております。 

本日は、社会奉仕に関するクラブフォーラ

ムです。問題点を明らかにし、より良い奉仕

活動の実践を目指して、話合い、討議をして

いただきます。 

高萩ＲＣの社会奉仕活動として、Ｈ 16 年

11月に「ＲＩ 100周年記念」、「高萩市市制施

行 50周年記念」として花貫川にアジサイを植

樹しました。15年が経過して、様々な課題が

見えてきました。どう解決していくか、私ど

もは大きな問題を持っています。大変ですが、

社会奉仕委員会とともに、協議を深めてまい

りたいと存じます。 

8 月 25 日に、第 2820 地区の会長幹事会が

開かれ、各クラブの現況データーが明らかに

されております。お手許に配布しましたので、

ご覧いただきます。 

もう一つ紹介です。新国立美術館で開催中

の「読売書法展」の第 1 室に鈴木赫鳳先生の

条幅が展示されておりました。 

 

＜幹事報告＞ 

・地区親善野球大会の案内 

・水戸東ＲＣ，水戸南ＲＣの会報 

・たかはぎＦＭのかわらばん 

・米山梅吉記念館の募金と賛助会員入会のお

願い 

・地区国際奉仕委員会から「この指とまれ」 

プロジェクト募集のお知らせがあり、高萩 

ＲＣは、以下の 2プロジェクトに賛助申込 

① 大子ＲＣ「タイのコラート小学校への浄

水器支援事業」 

② 日立ＲＣ「ネパール貧困児童への学用品

援助事業」 

・10 月 24 日世界ポリオデーの活動依頼 

・茨城県北ＲＡＣ 9 月第 2 例会の案内 

・ＲＡＣの助成金（会員一人当たり 2,000 円） 

・高萩市交通安全対策協議会「秋の交通安全 

運動における街頭活動」のお願い 

・来週 9 月 4 日ＡＭ 11:30 から理事会開催 

・8 月 22 日第 1 分区会長幹事会（白木屋） 

  第 1 分区の会長幹事グループライン作成 

し、各クラブの事業案内、招待、報告、 

写真などリアルタイムで共有 

・8 月 25 日地区会長幹事会（ひたちなか市ク 

リスタルパレス） 

 

＜表彰＞  !! おめでとうございます !! 

ロータリー財団 

ポール・ハリス・フェロー（ＰＨＦ）賞 

 田所 和雄 会員 

 
田所会員：世界と繋がっているロータリー財 

 団から横文字の賞状とバッジを頂きました。 

 英語の賞状は初めてです。今後ともロータ 

 リーの一員として頑張ってまいります。 

 

ロータリー財団 メジャードナー（ＭＤ）賞 

 大髙 司郎会員  

  
高萩ＲＣとしては、ＭＤ（1 万ドル以上の寄

付者）は、上田良三会員に続いて 2人目です。 

 

（大高会員のコメント） 

RI第 2820地区では 

＊ポール・ハリス・ソサイェティ会員 58名 

 （高萩ＲＣ 上田良三会員と大髙司郎会員）  

＊メジャードナー          64名 

 （高萩ＲＣ 上田良三会員と大髙司郎会員） 

 

地区には、メジャードナー4 というすごい方

もいます。また、ＭＤの上位の認証（表彰）

はアーチ・クランフ・ソサエテイ（ＡＫＳ）

になります。 



 

＜12月までの親睦活動スケジュール＞ 

     鈴木国男 親睦活動・家族委員長 

 下記日程です。ＲＣ活動を優先して予定表

に記入し、ご参加ください。 

   9月 18日 観月会（11日から変更） 

       メイ・キッス 

   9月 22日 福田会長杯ゴルフ馬頭ＣＣ 

9月 29日 ＬＣチャリテイゴルフ大会 

   10 月 9 日 ガバナー公式訪問懇親会 

白木屋  

   10月 or11月 三クラブゴルフ  

12月 18日  忘年会 

 

 

＜本日のお客様＞ 

北茨城ＲＣ 2019-20年度会長 熊田 栄様 

北茨城ＲＣ会長

の熊田栄です。

1994 年から外国

人による英会話

教室をやってい

ます。 

今年の新事業、

小 6 年生を対象に 9 月 21 日から 2 泊 3 日で

「生きる力を育む研修事業」を実施します。

非日常生活の中で寝食を共にし、いろんな気

付きを与える 15 のプログラムから構成され

ています。卒業式は子どもたちのスタートラ

インと位置づけ、そのあとはロータリアンが

子供たちを育てていくきっかけになるプログ

ラムです。高萩さんにもぜひ見に来ていただ

き、アドバイスをお願いしまし、将来は一緒

にプログラムを実施したいと考えております。 

 

【メークアップ】 

8/22 第 1分区第 2回会長・幹事会 

    小森 勇一、今川 隆 

8/25 地区第 1回会長・幹事会 

小森 勇一、今川 隆、大髙 司郎 

8/27 RAC例会   大河原 浩、今川 隆 

 

【ニコニコ BOX】 

北茨城ＲＣ熊田栄様：スポンサークラブの高 

 萩ロータリークラブさんには、いつも大変 

 お世話になっております。今後とも、ご指 

 導の程、宜しくお願い申し上げます。 

石平光さん：朝夕少し涼しくなりましたが残 

 暑厳しい折ご自愛ください。 

 

大平敏明さん：暑さも一段落のようですが、 

 油断せず体調整えてやっていきます。 

菊池一さん：高萩市の花壇コンクールで「最 

 優秀賞」を頂くことが出来ました。茨城県 

 のコンクールに推薦され、一次審査は通過、 

 明日は現地で二次審査です。 

鈴木直登さん：新学期が始まる「宿題やった 

 か」「自由研究は」、我々も現況報告書が大 

 きな宿題だ。 

鈴木国男さん：納涼会沢山の出席ありがとう 

 ございました。 

小森勇一さん：大髙司郎地区総括委員長さん、 

  ロータリー財団メジャードナー賞受賞おめ 

 でとうございます。今後ともますますのご 

 活躍を祈念します。 

大髙司郎さん：北茨城ＲＣ会長熊田様ようこ 

 そ。歓迎いたします。 

 ＳＡＡとしての一か月間、お世話になりま 

 す。 

石君平さん：本日の例会プログラムを担当し 

 ます。よろしくお願い致します。 

沼田操さん：8月もあと少しですね。熊田会 

 長本日はお世話になります。 

今川隆さん：熊田さん！ようこそいらっしゃ 

 いました！ 

石川武信さん：熊田北茨城ＲＣ会長ようこそ 

 いらっしゃいました。 

 納涼会お世話になりました。 

田所和雄さん：北茨城ＲＣ熊田栄会長、よう 

 こそいらっしゃいました。よろしくお願い 

 致します。 

江尻寛さん、大河原浩さん、菱川健司さん、 

平野浩司さん 

      本日計  ２０，０００円 

      累 計 １５９，５００円 

 

【ロータリー財団】 

      本日計       ０円 

累 計 ２８２，０４０円 

 

【ポリオプラス】 

      本日計       ０円 

累 計  １６，２２０円 

  

【米山記念奨学会】 

      本日計   １，０００円 

累 計  ９４，０００円 


