
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月：職業奉仕月間  来月：平和と紛争予防／紛争解決 
１月８日例会より  

『 高萩 RC＆北茨城 RC 合同新年会 』   
＜小森会長挨拶＞  

北茨城ロータリー

クラブの皆様、当高

萩ロータリークラブ

の皆様、お健やかに

新年をお迎えのこと

とお喜び申し上げ、

合同の新年会にあた

り、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 
あらためて申すまでもありませんが、今年は、

ロータリー創立 115 年、それだけの実績を積み

重ねて、日本のロータリーも、大正 9 年 1920 年

に東京ロータリークラブが創設されてより、ちょ

うど 1 世紀、創立 100 周年の記念すべき年を迎

えました。新年にあたり初心に帰り、日々の実践

をスタートさせたいものです。 
昨年末に会員の皆様にお配りいたしました「手

続要覧」を見ますと、ロータリーの基本理念とし

て最初のページに「社会奉仕に関する 1923 年の

声明」が掲げられています。これは、日本のロー

タリアンが熱心に推進してまいりました、奉仕の

考え方であり、大変喜ばしく、勇気づけられるこ

とです。 
そして、また、「国際ロータリーの使命」とい

う項目では、「国際ロータリーの使命は、職業人

と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、

人びとに奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親

善、平和を推進することである」と、わかりやす

く目標をかかげています。 

 年の初めにあたり、その理念や目標を再確認し、

スタートしたいと存じます。どうぞよろしくお願い

いたします。 
 なお、高萩ロータリークラブも、めでたく創立 50
周年を迎えました。秋には、記念式典を開催いたし

ます。皆様の特段のご協力をお願い申し上げます。 
 
＜熊田 北茨城ＲＣ会長挨拶＞ 

皆様新年おめでとう

ございます。 
残念なお知らせがご

ざいます。実は今日当ク

ラブの「西山パスト会

長」の葬儀・告別式が執

り行われました。私は弔

辞を読ませていただき

ました。西山さんとのお付き合いの中で多くの事を

学べさせて戴きました。大切な支柱を失いショック

を受けています。 
さて、私の座右の銘に次の言葉がございます。「俺

が俺がの が を捨てて、おかげおかげの げ に

生きる」という言葉です。これは奉仕の精神の初で

あり、クラブの基本理念の楚であります。 
本年も皆さんとともに笑顔で活動してまいりま

す。宜しくお願い致します。 
 

 

 
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ７月 １０日 出席報告 

１月１５日 書初め例会 プログラム委員会 会員数 出席者 欠席者 

１月２２日 年頭所感・記念事業について 50 周年実行委員会 ３４ ２１ １０ 

１月２６日 第 1 分区ＩＭ（日立） 会長・幹事 出 席 率 ： 67.74% 

１月２９日 振替休日 - 前々週訂正 ： 93.10%  
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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＜乾杯発声：大高司郎＞ 
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＜乾杯発声：大高司郎さん＞ 

今日は茨城大学水戸校にお

いて、次年度の米山奨学生の

面接があり、合同例会出席が

遅れましたことをお詫びい

たします。 
さて、今年はいよいよオリ

ンピック・パラリンピック

イヤーとなりましたが、 2020 年は、ロータリー

が創立され 115 年目となります。同時に日本のロ

ータリーも創立 100 周年を迎えます。そして２月

には北茨城 RC の 45 周年、さらに 10 月には高萩

RC の 50 周年と大変おめでたい行事が続きます。

昨年は "ONE TEAM" という言葉が様々なシー

ンで使われましたが、高萩 RC・北茨城 RC も 
"ONE TEAM" となり、 さらなる躍進を遂げる年

にして頂きたいと思います。 
それでは両クラブの益々のご発展と皆様のご健

勝をお祈りし乾杯の発声をご唱和下さい。「かんぱ

い！」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国井美香さん（イタリア在住 

・高萩ロータリー名誉会員） 

ピアニスト・児玉さやかさん 

「手に手つないで」 
さあ本年も・・・ 



＜本日のお客さま＞ 
名誉会員 國井美香 様 
 
【メークアップ】 
１／８ 米山奨学生、茨城大学生面接官  
大髙司郎 
                              
【ニコニコ BOX】 
北茨城 RC 蛭田豊さん：北茨城ロータリーの新入

会員です。宜しくお願いします。 
小宅和彦様：新年あけましておめでとうございま

す。両クラブの繁栄をご祈念申し上げます。 
瀧慶治さん：あけましておめでとうございます。

本年も両クラブ仲良くまいりましょう。 
茅根修善さん：新年おめでとうございます。今年

も宜しくお願い致します。 
村山潤一さん：今年はメークアップ回数を増やす

ことをめざして！！ 
小峰周平さん：新年おめでとうございます。本年

もよろしく。國井美香さんのオペラを聞きに来ま

した。 
柴田勝則さん：新年おめでとうございます。両ク

ラブにとって良い年になりますよう祈念致します。 
平賀としえさん：新年あけましておめでとうござ

います。本年もよろしくお願いいたします。 
野口忠正さん：本年もよろしくお願いいたします。 
小森勇一さん：新年おめでとうございます。本年

は創立５０周年。あわせておめでとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 
菱川健司さん：本年もよろしくお願いします。 
鈴木直登さん：新年あけましておめでとうござい

ます。本年もよろしくご指導下さい。  
佐藤利雄さん：新年あけましておめでとう御座居

ます。 
岡田拓也さん：新年あけましておめでとうござい

ます。今年はオリンピックイヤー！現地で観戦し

たいと思います。 
花園文熙さん：本年もよろしくお願いいたします。

石君平さん：今年は創立５０周年です。大盛会を

祈ります。結婚月です。 
上田良三さん：昨年中は大変お世話になりました。

令和２年度よろしくお願いします。何とか頑張っ

て例会に出席できるよう努力します。  
田所和雄さん：明けましておめでとうございます。 
本年もよろしくお願い致します。 

石川武信さん：新年おめでとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。 
大河原浩さん：本年もよろしくお願いします。  
沼田操さん：明けましてお目出とうございます。

今年もよろしく。 
石平光さん：新年おめでとうございます。本年も

よろしくご指導の程お願い致します。 
棚谷稔さん：新年あけましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願い申し上げます。結婚月

です。 
鈴木啓志さん：今年もよろしくお願いします。 
大平敏明さん：明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。 
大髙司郎さん、平野浩司さん  
    
本日計  ２８，０００円 
累 計 ４９９，０００円 
 
【ロータリー財団】 
本日計   ３，０００円 
累 計 ４７０，５００円 
 
【ポリオプラス】 
本日計       ０円 
累 計  ３３，９４０円 
 
【米山記念奨学会】 
本日計   ４，０００円   
累 計 ２０８，５６０円 
 
幹事報告 
・2020 年 1 月のレートは 1 ドル 110 円 
・今月の RAC 例会案内 
・職業奉仕月間リソースの案内 
・年賀状が届く。林鈴さん、たかの弁当屋さん、

リバティ若栗さん、 
（株）オクトン、（株）メディアクロス水戸 
・各種会報、ニュースが届く 


