
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間  今月：ロータリー財団 月間   来月：疾病予防と治療 月間  

１０月３０日例会より 

『 ５０周年記念事業について 』 
  

＜鈴木啓志 実行委員長代行＞ 

５０周年まで、あと一年となりました。こ

れまでに、2020 年 10 月 25 日（日）国民宿

舎「鵜の岬」で式典開催と実行委員会の構成

メンバーが決定されています。 

今日は皆さんから、ご意見をいただき、記

念事業をどうするか、式典・祝賀会について

ある程度方向付けをしたいと考えてます。 

  
今までの周年記念事業は、四つのテスト石

碑、時計塔、ブロンズ像、さくら宇宙公園門

標碑や各団体、ロータリー財団、米山奨学会

への寄付でした。 

＜意見＞ 

＊あとの管理を考えると石碑等が良い 

＊高萩駅にロータリーのマークが入った時 

計があると駅の利用者に便利 

＊長久保赤水顕彰会では駅前の地図に蝦夷 

地が入ってないので追加を検討している

が、なかなか難しい 

 ＊観光案内、松岡八景や万葉の道等の石碑 

＊市民に役に立つものや関心があるが良い 

＊松岡一夜城のように盛り上がるもの 

 ＊駅前のトイレをロータリーのトイレに改修 

 ＊駅周辺に大きなポリオの看板（3mｘ 10m）  

 今日は記念事業担当の委員長が欠席ですが、 

ご意見も参考にし、担当委員会で結論を出した 

い。 

次に、記念式典関係のアトラクションに進み

ますが、時間がないので、担当委員長から今ま

での周年祝賀会のアトラクションの説明をも

らい、次回 11月にはまとめたい。 

 

＜江尻寛 式典・祝賀会委員長＞ 

   創立 10周年（詩吟）、20周年（歌謡ショー）、

30 周年（日本の歌）、40 周年（タヒチアンダ

ンス）、45 周年（國井美香リサイタル）及び

2003 年、2010 年、2017 年の高萩ＲＣ担当の

ＩＭのアトラクションを説明。 

  そのほかに、「津軽三味線演奏」や「なまは

げ」なども好評であり検討したい。 

  式典と祝賀会の間の時間には、ＩＭの時好評

であった「日本酒の利き酒大会」も取り上げた

い。 

  今日は時間がないので、説明だけにしました

が、次回は提案、意見をいただき、何をするの

か決定したい。 
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  １０月３０日 出席報告 

11 月 6 日 ロータリー財団出前卓話 ロータリー財団委員会 会員数 出席者 欠席者 

11月 13日 会員卓話 プログラム委員会 ３４ １９ １２ 

11月 20日 50 周年記念事業について 実行委員会 出 席 率 ： 63.33 % 

11月 27日 マイロータリーについて 大髙クラブ奉仕Ⅱ委員長 前々週訂正 ： 82.76 % 
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＜会長挨拶＞ 

皆様、こんにちは。 

本日は、高萩ロータリークラブにとりまし

ては、創立記念日。お祝いの日です。この記

念すべき日に、メーキャップをしていただき、

遠方より、お出でいただきました今井 忠様,

笠倉 勉様有難うございます。心から歓迎申

し上げます。 

 創立の歴史につきましては、皆様の所に、

会報の創刊号をコピーしておきましたのでそ

れをご覧ください。 

 本日のプログラムに因みまして、歴史的な

ことをお話いたします。創立の一年後、1971

年（昭和 46年）10月 10日に国際ロータリー

の認証状伝達式を行いました。 

 創立当時のメンバーが、23 人、1 年後、認

証状伝達式の時が 27人の会員でした。この 4

人増加の歴史に倣って、今年、会員増強の目

標を 4 名としました。皆様のご努力によりま

して、すでに、5名の新会員を迎えましたが、

さらに増加、新会員をお迎えしたいと考えて

おります。 

 実はこの昭和 46年 10月、今の中央公民館

ができました。2 階の全部の部屋を使って、

結婚式と、披露宴することができました。使

用料 1時間 600円でした。 

 図書館はありませんで、1 階の庭に面した

部屋が、図書室となりました。高萩ロータリ

ークラブでは、ここに 10 万円を寄付し、「ロ

ータリー文庫」として活用されることとなり

ました。昭和 46年 12月号の市報に報告され

ています。 

 このころは鈴木藤太市長の時代です。市長

は素晴らしい教育事業として、、君田小中学校

を新築し、1980年君田小学校が創立されまし

た。 

ところが、先週の土曜日 26日、その場所で、

鈴木直登さんのご案内もありましたが、国内

初のドローン・サッカー大会が開催され、東

京駒込高校の理科チームが優勝しました。 

 時代は大きく移り変わります。わがクラブ

もしっかり未来を見つめていきたいと存じま

す。本日のプログラム、よろしくお願いいた

します。 

 

＜幹事報告＞ 

・米山記念奨学会合同忘年会の案内 

・地区国際奉仕セミナー12/14水戸三の丸Ｈ 

・地区ポリオ募金活動 12/8 水戸駅前 

 

＜本日のお客様＞ 

今井 忠 様 (東京臨海 RC) 

 東京 2580 地区は沖縄

を含み 71クラブ 3,060名

で構成され、来年 2 月の

地区大会は沖縄の宜野湾

市のコンベンションホ 

ール（安室奈美恵の最後

のコンサート会場）で開催です。高萩ＲＣの大高

会員を招待します。 

 高萩クラブの 49 周年おめでとうございます。

大阪万博の年創立で、当時日本では 1,800 ＲＣ会

員 6万人でした。 

 風光明媚な高萩と北茨城の美しい海を見ようと

笠倉さんと一緒にメークアップに訪れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （49 周年のお祝いにワインをいただきました）  

笠倉 勉 様（しもだて紫水ＲＣ） 

創立記念日おめでとう

ございます。今井さんと地

区は違いますが、ロータリ

ーの仲間でして、大高会員

を通してメークアップに

参りました。第 1分区は北

茨城ＲＣ他何度か訪問し

てます。私は 2013~14 年度クラブ会長、2015 年

から 3年間地区クラブ管理運営委員長を担当し、

大高さんと同じ委員会を担当しました。今年度は

クラブの国際奉仕委員長として、この指とまれで

ＲＩ第 3810 地区フィリピンの小学校に鉛筆文具

等を 12月に持っていきます。 

 しもだて紫水クラブの社会奉仕活動として、五

行川の鮭の遡上を増やすため稚魚の放流に取り組

んでいます。今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

【メークアップ】 

１０／２５ パスト会長会議  

石川武信、鈴木国男、沼田操、小森勇一、 

大髙司郎、横倉稔明、棚谷稔、石平光、 

鈴木直登、福田文乃、田所和雄、今川隆 

  
 



 

【ニコニコ BOX】 

大髙司郎さん：元ロータリー財団国際親善奨学生、

緒方貞子様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し

上げます。笠倉勉さん、今井忠さん、ようこそい

らっしゃいました。歓迎いたします。 

鈴木啓志さん：長女が日展に初入選しました。又、

本日のプログラムよろしくお願いします。  

佐藤利雄さん：昨今は台風が日本列島に襲来し、

惨禍をもたらす事が多く成り、被災地の皆様の早

い復旧復興をご祈念申し上げます。 

大河原浩さん：笠倉様、今井様、ようこそ高萩 RC

へ。 

小森勇一さん：創立記念日、おめでとうございま

す。５０周年に向けて、よろしくお願いいたしま

す。 

石君平さん：秋晴れ、気分ソウカイです。 

石川武信さん：笠倉様、今井様ようこそいらっし

ゃいました。 

花園文熙さん：東京臨海 RC 今井様、しもだて紫

水 RC 笠倉様ようこそおいで下さりありがとう御

座います。 

鈴木直登さん：ドローンサッカーは東京の高校生

チームが１位２位を独占。市役所チーム、消防チ

ーム健闘。  

田所和雄さん：１１月３日に市議会議員選挙が始

まります。高萩の現在と明日のために力を尽くす

所存です。皆様のご支援宜しくお願い致します。

沼田操さん： 笠倉さん、今井さんようこそお世話

に成ります。 

江尻寛さん、石平光さん、福田文乃さん、 

今川隆さん、菱川健司さん、大平敏明さん、 

和田昌也さん 

 

    本日計  ２０，０００円 

    累 計 ３２９，０００円 

 

【ロータリー財団】 

    本日計   １，０００円 

累 計 ４３９，５００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 １８９，５６０円 

 

 

 

 

＜本日は、高萩ＲＣ創立 49周年記念日＞ 

――ケーキでお祝い 

 

＜高萩ＲＣ会報創刊号＞ 

 

＜本日のお客様と記念写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


