
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間     今月： 平和と戦争予防／紛争解決   来月： 水と衛生 

２月５日例会より 

『 出前講座について 』 
  

＜大河原 浩 青少年奉仕委員長＞ 

            本日のプログラ 

ムは、2 月 21 日に 

実施する高萩中学 

校での出前講座の 

説明ですが、先日実 

施した秋山中学校 

1 年主任の高橋先生

からのお礼状を紹介します。 

「出前授業では、生徒たちのためにたくさん

のお話をいただきありがとうございました。

生徒にとって、自らの生活を支えてくれる身

近な職業について話を聞けたことはうれし

かったです。」  礼状に添えて、生徒から各

パネラーあての感謝の手紙も届きました。 

 高萩中学校での出前講座「職業の意義と喜

び」は 2 月 21 日（金）午後 1 時 20 分から 1

年生 80 名を対象に 2 時間授業。 

（出前講座：中学生の目標） 

働いている人の経験を聞いて、職業の意義

や喜び、そこに到達する努力について学び、

進路についての知識を広め、学習意欲と関心

を育てる。 

(高萩 RC 青少年奉仕と職業奉仕委員会担当) 

 

続いて当日出前講座を司会進行する今川

会員から具体的に説明 

１． 授業の展開 

主催者挨拶（高萩ＲＣ小森会長） 

授業者の自己紹介（大河原青少年奉仕委員長） 

特別講師「今川歯科医師――高萩ＲＣ幹事」 

 ２．パネラーが自己紹介を兼ね職業を選んだ理由 

や就職までの学習や資格について説明 

 パネラー：調理師（施設勤務者）、救急救命士、 

幼稚園教諭、歯科衛生士 

３． パネラーごとにコーナーに分かれ、生徒から 

職業人（パネラー）にインタビュー 

 質問は生徒に事前に用意させ、生徒の質問

を受け、パネラーが応える 

 ４．まとめの学習として、生徒側から全体で質問 

 ５．パネラーがまとめの発言 

    仕事の苦労や喜び、うれしかったこと 

    生徒にお願いしたいこと等 

 ６．全体のまとめ 

    授業に参加したロータリークラブ会員から 

自分の職業体験に照らし発言 

 ７．先生の総括・挨拶 

             ８．その他： 

司会進行は、パネ 

ラーの発言を受 

け、生徒が職業に 

関心を持ち、将来 

の進路について考 

えを深められるよ 

うにする。 

 

  

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ２月 ５日 出席報告 

２月１２日 イニシエーションスピーチ プログラム委員会 会員数 出席者 欠席者 

２月１９日 国際奉仕について 国際奉仕委員会 ３４ １８ １３ 

２月２６日 会員卓話 プログラム委員会 出 席 率 ： 58.06 % 

３月 ４日 米山奨学生卓話 米山奨学生委員会 前々週訂正 ： 83.33 % 
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＜会長挨拶＞ 

２月２３日はロータリークラブが最も大切

に位置付けている記念日です。1905年（明治

38年）ポールハリスと３人の仲間が、親睦と

人脈、人と人との繋がり、くつろげる場を求

めて、会員の事務所に集まりました。120 万

人の大きな組織となった今日でも、その基本

は変わっておりません。その上で、多様な展

開発展を重ね、「超我の奉仕」という標語に示

されるように、奉仕を目的とする組織に成長

してきました。 

現在、2月 23日のロータリー創立記念日は、

「世界理解と平和の日」となっています。第

1 次世界大戦が 1914 年から 18 年まで長い間

続き、終戦後、1920年には東京ＲＣが誕生し

ました。今年で 100 年となったわけです。こ

の年はまた、国際連盟の発足した年でもあり

ました。 

こういう世界の時代背景の中で、1921年（大

正 10年）イギリスのエジンバラでアメリカの

外に出て、初めての国際大会が開かれました。

そしてこのエジンバラ大会で、ロータリーの

目標の第 4 項目（国際理解、親善、平和）が

採択されました。このようにして今日に至り

ました。2 月はロータリーにとりまして、大

事な月間になりました。 

新入会員の紹介です。鈴木啓志会員増強委

員長推薦の「橋本 義隆様」です。高萩炭鉱

グループの㈱高萩エンジニアリングの代表取

締役です。 

ご賛同いただければ、次の例会で入会式を

行います。 

次に残念ながら、「櫻井 高志様」から体調

不良で退会の申出を受理しました。 

高萩ＲＣの会員数は 34 名で変わりません。 

 

＜幹事報告＞ 

＊2月のロータリーレートは 1ドル 110円 

＊ロータリー財団地区補助金セミナーが 3月 

14日（土）つくば市のダイヤモンドホール 

で開催 

＊ＰＥＴＳが 3月 28日 29日つくば市のオー 

ロラフロンティアつくばで開催 

＊2019年度米山記念奨学生期間終了式が 3月 

14日つくば山水亭で開催 

＊茨城県北ＲＡＣ 5周年記念式典が 2月 29日

（土）Ｈテラスザスクエア日立で開催 

  小森会長と福田直前会長が出席 

＊日立ＲＣからＩＭ参加の礼状、常陸太田Ｒ

Ｃから 60 周年記念式典出席の礼状が届い

てます 

＊来週 2/12 のプログラムは佐藤利雄会員の

イニシエーションスピーチです。 

お楽しみに。 

＊本日の理事会で、50周年記念の紺のブレザ

ーのロータリーマークは、胸ポケットへ差

込む着脱式とすることを決定 

＊その他理事会について、議事録を配布 

 

＜ 本日のお客様 

米山奨学生 師 成さん挨拶 ＞  

春節でしたが、残念ながら中国へ帰れませ

んでした。 

日立市内のコンビニでもマスクが売り切れ

で買えません。 

 

中国のコロナウイルスの患者は 24,363 人、

感染疑念者 23,260人、死亡者 492人、完治者

897 人です。中国の学者によると気温が高く

なればウイルスが弱まるので、5～6月には収

まりそうです。明日を信じて頑張りましょう。 

母は医者で、湖北省の病院に行ってますの

で心配です。17年前の SARSの時、私は小学 3

年生でしたが、病院で大きなガラス越しに母

を見て電話で話をしました。子供心に、医者

は「ヒーロー」だと思いました。 

今年茨城大学修士課程卒業で、大阪のパナ

ソニック研究所に勤めます。 

 

＜大髙地区クラブ奉仕総括委員長＞ 

（１）地区での活動について 

① 1月 31日地区戦略委員会出席 

地区の戦略計画が出来たので、ガバナー

の諮問委員に諮ったうえで、2020 年 7 月



から実施予定 

② 2月 4日友部ＲＣで卓話「規定審議会につ

いて」――友部ＲＣは会員 25 名で、例会

場は宍戸ＣＣ 

会員歴 50年で 97歳の村上会員は、名誉

会員でなく、100％出席の現役バリバリの

出席委員長 

③ 2月 24日第 5分区ＩＭ「60分の記念講演」  

（２）第 2820地区ガバナーの選出について 

第 2820地区を５ブロックに分け、今年度は

第１ブロック（第１分区、第２分区）から中

村澄夫ガバナー（第２分区）を選出している。 

2024-25 年度のガバナーが第 1 ブロックで

第 1 分区選出の順番になるので、スケジュー

ル上、2021 年 12 月までに日立ＲＣ以外で候

補者を選出していただきたい。今から準備を

お願いしたい―――1月 26日第 1分区ガバナ

ー補佐会議で、藤井 PDG（ＲＩ第 2820地区ガ

バナー指名委員長）から事前の要請。  

 

【メークアップ】 

1/25 50周年記念実行委員会 

  上田良三、鈴木啓志、鈴木国男、沼田操、 

  小森勇一、大髙司郎、石君平、花園文煕、 

  田所和雄、石平光、今川隆 

1/31 第 3回地区戦略委員会  大髙司郎 

2/4  友部ＲＣ出前卓話    大髙司郎 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

江尻寛さん：妻の葬儀にあたり、何かとお気 

遣いを賜りありがとうございました。 

お礼申し上げます。 

田所和雄さん：立春とは名のみの寒さです。

これから 2，3日寒波が来るようです。 

風邪をひかぬよう注意しましょう。 

大河原浩さん：結婚・誕生月の皆様おめでと 

うございます。 

花園文煕さん：2月 3日「鬼は外、福は内」 

と豆をまきました。隣近所からの声は聞 

こえませんでした。 

福田文乃さん：2 月 3 日節分でした。我が家

では、年男 1 人年女 2 人、賑やかな日で

した。 

鈴木啓志さん：先日の 50周年実行委員会、遅 

くまで会議ご苦労様でした。 

鈴木直登さん：ここまでの騒ぎとなるとは、

東京、横浜、留学生。どこをどうすれば。 

小森勇一さん：2 月 4 日は立春。正月の気分

で前向きに迎えたいと思いました。 

大髙司郎さん：花粉症が気になる時期です。

辛い… 

石君平さん：昨日正月、今日立春の感じです。

どんどん年齢を取ります。 

佐藤利雄さん：わが社の 70 周年記念誌の完

成によろこんでいます。 

石川武信さん：結婚月、誕生月の皆様おめで

とうございます。 

 沼田操さん、石平光さん、今川隆さん、 

 平野浩司さん 

    本日計   ２５，０００円 

    累 計  ５５５，０００円 

 

＜ロータリ財団寄付＞ 

    本日計    １，０００円 

    累 計  ４８８，８００円 

 

＜ポリオプラス寄付＞ 

累 計   ３３，９４０円 

 

＜米山記念奨学会＞ 

本日計   ９６，０００円 

累 計  ３４８，５６０円 

 

 

【結婚月の方】 ☆Congratulation☆ 

  2/14  小谷松政紀・栄子さん 

  2/21  田所和雄さん・千惠子さん 

  2/25  上田良三さん・敦子さん 

  2/28  小泉文雄さん・恵子さん 

    結婚記念日に、ご自宅にお花を届け、 

    お祝いします。 

 

【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆ 

    2/1   小谷松政紀さん 

   2/22  福田文乃さん 

    今年度も、お祝いは例会場での乾杯 

のみで（3年連続）、お祝いの品に変 

え、後日創立 50周年記念のブレザー 

を作成。 


