
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月：ロータリー財団      来月：疾病予防と治療 
１１月２０日の例会より 

『５０周年記念事業について』   
＜鈴木啓志 ５０周年実行委員長代行＞ 

  
本日は、50 周年記念事業についての例会です。

50周年記念式典については、来年、10月25日(日) 
国民宿舎「鵜の岬」と決定していますが、記念事

業については、前回の例会で石碑、時計、駅のト

イレ、エンドポリオの看板等の候補が出ました。 
 記念事業については、１月、３月、４月にも例

会が予定されていますが、記念事業委員会の鈴木

国男委員長を中心に、皆さんの総意で決定したい

と思います。 
 前回の例会でユニフォームの件が出ました。ま

た、記念誌について、担当の小森会長から構想(素
案)がでております。本日は以上の３点について

ご意見を伺いながらまとめていきたいと思いま

す。 
①ユニフォームについて 棚谷稔会員より 
 ここ３年の親睦委員長、棚谷稔、鈴木国男、石

川武信の３名で協議の結果、ジャンパーではな

く、ジャケットを作る方向で同意しました。誕生

祝の積立金が３年で 30 万円あります。費用には

今後の積立金の充当も考え、色については RC 式 

典以外でも使用できるものにする意向です。その他

については、今後の検討となります。 
（今後の検討を３名に一任することを賛同） 

②記念事業について 
 財団への寄附、米山の寄附については、他クラブ

の周年に習って実施する。 
 駅のトイレについては、改修済み。 
 前回出た候補、石碑、時計、エンドポリオの看板 
 新規の候補、市役所の電光掲示板、４５周年の國

井美香さんのコンサートのようにイベントにする。 
 十王町への寄附も考慮する。 
 （追加案も含め次回に結論が出せるようにする） 
③50 年記念誌について 小森勇一会長より 
 創立 50 周年記念事業 記念誌委員会 
50 年記念誌全体の構想（素案） 
 A ４版 70 ページ 
表紙 写真（カラー） 上田実行委員長 
   50 年の歩み（書揮毫）鈴木委員長代行 
目次、クラブの略歴 
挨拶 会長、ガバナー、市長、議長、実行委員長 
式典 式典のプログラム 
50 年の記録 8 ページ 
40 年代の記録 梅原年度～小森年度 22 ページ 
現年度、地区への貢献 ガバナー補佐外 
50 年の年表 6 ページ 
在籍全会員氏名、現会員名簿、役職 
現会員のプロフィール 10 ページ 
 1 ページ 4 名、会員各自のコメント原稿、写真 
名誉会員、実行委員長の組織、編集後記 
 （今後の検討を委員会に一任することを賛同）  
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＜小森勇一会長挨拶＞ 

 
すでにお知らせいたしましたように、名誉会員

であります椎名重直様が 16 日、満 99 歳をもって

逝去されました。椎名酒造店会長として家業の発

展に尽力いたしますとともに 1970 年昭和 45 年

10 月 30 日に、十王町、高萩市、北茨城市の県北

に誕生いたしました、高萩ロータリークラブの創

立会員として参加し今日に至りました。 
私どものクラブは、職業上の品格を保ち、それ

ぞれの仕事や家業を立派に発展させることを通し

て社会に貢献し、その事業や地域の生活において、

日々奉仕の理念を実践することを目的としており

ます。 
長い間の功績に対して、クラブの名誉会員とし

て推挙しておりましたが、創立 50 年を前にして、

享年 100 歳にてなくなられました。クラブとして

は、お花をささげ、弔辞を申し上げて、哀悼の意

を表したいと存じます。 
こうして、時代は変わってまいりますが、一方、

この 24 日、第 2820 地区の新会員研修会が、大髙

司郎クラブ奉仕総括委員長の主催で、水戸のリリ

ーベール小学校で、初めて開催されます。 
高萩がホストクラブということで、沼田操研修

委員長と、心配しておりましたが、4 人のフレッ

シュな会員が参加してくださいます。大変ありが

たく素晴らしいことと感謝いたしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
＜幹事報告＞ 
＊１１月２４日（日）の地区の新会員オリエンテ

ーションの当日のプログラムが来ています。 
＊ハイライト米山、水戸西 RC の会報などが来て

います。 
＊常陸太田 RC から、創立 60 周年記念式典の案内

が来ています。令和２年１月１８日（土） 
＊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   
＊名誉会員の椎名重直様が、１１月１６日に満 99
歳をもって逝去されました。告別式は 22 日(金) 

13 時より、於、日立鞍掛山葬祭場。 
。 
【メークアップ】 
１１／１７ メジャードナー午餐会 大髙司郎 
          
【ニコニコ BOX】 
  
 
 
 

 
鈴木啓志さん：本日のプログラム、よろしくお願

いします。 
小森勇一さん：２４日、新会員研修会、参加御苦

労様です。よろしくお願いします。大髙さん、日

本ロータリー神戸研修会出席ごくろう様でした。 
花園文熙さん：刻の過ぎるのは早く、今年もあと

一ヶ月と少しで終わろうとしています。 
沼田操さん：今年も残すところあと４０日と成り

ましたね。１年の経つのが年を取りますと早く感

じられます。寒さに向かって頑張ります。  
田所和雄さん：風邪を引いてしまいました。今日

から冷え込むようです。体調管理に気をつけまし

ょう。 
鈴木直登さん：寒くなってきました。大根が軒下

に吊るされ柿も並んでいます。ここまでの作業も

又大変です。 
石君平さん：高萩も紅葉シーズン入りで、山の方

も車が多くなりました。 
棚谷稔さん：１１月１５日に狩猟解禁になりまし

た。山に入る時は気をつけてください。 
和田昌也さん：日に日に朝晩の冷えこみが厳しく

なってきました。インフルエンザも流行りだした

みたいですので皆様、御身体御自愛下さい。 
石川武信さん、石平光さん、大河原浩さん、今川

隆さん、菱川健司さん、平野浩司さん、佐藤利雄

さん 
    本日計  １７，０００円 
    累 計 ３８１，０００円 
 
【ロータリー財団】 
    本日計   ２，０００円 

累 計 ４４４，５００円 
【ポリオプラス】 
    本日計       ０円 

累 計  ３１，９４０円 
【米山記念奨学会】 
    本日計   ２，０００円   

累 計 １９６，５６０円 
 

 


