
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間  ６月：ロータリー親睦活動月間、７月：   － 

6月 3日例会より        

『定款・細則の改訂について 会長・情報委員会』 
 

 
〈小森会長挨拶〉 

皆さん、こんにちは。 

コロナ感染症の大変な 2か月間を乗り越えて、本

日の例会となりました。お集まりをいただき心か

らお礼申し上げます。これまで以上に、活動の充

実をはかってまいりたいと存じます。 

この 2か月間の間、どのように活動すべきか大変

な戸惑いがありました。 

幸いなことに．高萩ＦＭの放送を始めて行いまし

た。第 2に、会報臨時号を発行し連絡体制を強化

いたしました。第 3に、始めての試みとして、イ

ンターネットのズーム会議のアプリを使って、オ

ンライン例会を試しに試みました。 

2 回行いましたが、延べ 25 人の方に参加してい

ただきました。この経験を活かし、これからいろ

いろ考えてまいりたいと思います。 

さて、本日は、月初めでございます。改めて、今

月誕生日を迎えます方、結婚記念日を迎えます皆

様方、心からお祝いを申し上げます。 

また、今月は、昨年の 7 月に始まったロータリー年度の

最終の月間でございます。 

1 年間のまとめをしっかり進めたいと同時に、今月は、

「ロータリー親睦活動」の特別月間です。 

ゴルフをはじめとする、様々なグループが活躍しており

ます。国際的にも公式に認定されたグループの皆さん

が国際的に活動しております。 

当クラブでも、ゴルフ、ダンス、囲碁、ワインの同好会な

どの活躍がありました。これを盛んにして盛り立ててゆ

くことは、本当に忙しい時代でございますが、大いに奨

励されることと願っています。 

 

ロータリー親睦活動月間にあたり、改めて再認識をい

たしたいところでございます。 

  

もう一つ報告がございます。2004 年江尻会長年度

の、米山奨学生でございました，張ライさんがはるばる

中国からお見舞いのメールとともに、マスクを段ボール

ひと箱とどけてくださいました。 

温厚なしっかりした学生さんでしたが、15 年ぶりに、お

見舞いをいただき素晴らしいことと感動いたしました。

あらためて御礼を申し上げる次第でございます。 

  

そして、本日は、今年の米山奨学生であります、茨城大

学大学院修士課程 2 年生の周培さんに来ていただき

ました。心から歓迎いたしますとともに、1 年間世話クラ

ブとして、学業や生活の支援に努めてまいりたいと存じ

ます。しっかり頑張っていただきたいと願っています。 

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当 11月 13日 出席報告 

６月１０日 
新旧ガバナー補佐訪問  

次年度引き継ぎ 

会長・幹事  

各委員長 
会員数 出席者 欠席者 

６月１７日 １年回顧 会長・幹事 34 17 14 

６月２４日 年度末例会（昼例会） 親睦活動・家族委員会 出 席 率： 54．84 % 

７月 １日 新年度方針・５大奉仕委員会 会長・各委員会 前々週訂正 ： 休会の為なし 
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四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになる

か ど う か 



 

 

 

 

 

 

 

 

【委嘱状の伝達】 

国際ロータリー2820地区 米山奨学生世話クラブ 

高萩ロータリークラブ 

米山奨学生カウンセラー 

江尻 寛 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【米山奨学生 周 培 さん挨拶】 

皆様こんにちは、周 培（しゅうばい）と申します。 

私は中国の河南省から来ました。 

河南省は中国の真ん中当たりにあります。三国志時

代に曹操が首都を構えていた都市として有名な都市

です。私は、子供の頃から日本のアニメが好きで、日

本に憧れていました。 

2016 年中国で大学を卒業した後、日本に留学で参

りました。 

最初の 1 年は、東京で日本語学校に通いました。そ

の後、大学院の説明会に参加、衛星画像の研究に興

味がわき、茨城大学工学部に入学することになりまし

た。 

2018－19 年は研究生、2019 年からは修士課程と

して、今年は修士 2年目になります。 

これから先、就職するか、博士課程に進むか悩んで

いるところです。教授とゆっくり相談して決めたいと

思っています。 

趣味はアニメを見ることと、日本の小説を読む事で

す。高校生の頃は中国語に翻訳された小説を読んで

いましたが、今は日本語の小説をそのまま読ことが

出来ます。 

これから色々とお世話になりますが、どうぞよろしく

お願いします。 

 

【幹事報告】 

・2020年 6月のロータリーレートは 1 ドル＝108円と

My ROTARYに掲載されております。 

・2020−21 年度のクラブ奉仕研究会・会員増強セミナ

ーが7月 19日にZOOMを使ってオンラインで開催

されます。 登録料は無料です。 

・今年度の地区大会の登録料の返金の通知がありまし

た。 

・次年度（2020−21 年度）の地区大会の延期の通知

が来ています。2021 年５月２２日、23 日で場所は、

つくばノバホールです。 

・第一分区会長幹事会が来週 6月 10日に日立で開催

されます。日立南 RC が主管です。最終会長幹事会

になりますので小森会長と私で行く予定です。 

○高萩RCのオンライン例会や、臨時会報を発行、高萩

FM放送をしてきた経緯は、第一分区のグループライ

ンで報告。 

ガバナー補佐の鈴木一良さんからも応援のメッセー

ジを頂きながら報告してきました。 

「高萩ロータリークラブのオンライン例会、素晴らしい

取り組みですね。あまり間が空きすぎると、活動にも

影 響が出かねないか心配になります。次年度に向

けてスタートが上手く切れそうですね。」 

「高萩ロータリークラブにおかれましては、5月に2回

オンライン例会を開催し、6月からの通常例会がスム

ーズに運営できるようで喜ばしいかぎりです。次年

度が上手くスタートできますよう祈っています。」 

 

【プログラム：定款・細則の改訂について】 

定款について：変更点は無し。 

 

細則について： 

大きな変更点はないが、前回変えきれなかった部分

が残っており、その改訂を行いたい。 

 

〈改訂 1〉 「入会金」を「会費」に変更 

 

※第 12条会員選考方法 第 4節 3行目 

変更前：本細則に定める入会金を納めることに・・・ 

変更後：本細則に定める会費を納めることに・・・ 

 

※第 12条会員選考方法 第 4節 6行目 

変更前：所定の入会金を納めることにより・・・ 

変更後：所定の会費を納めることにより・・・ 

 

〈改訂 2〉  

「クラブ奉仕 1委員会」を「会員組織委員会」に改訂 

 

〈改訂 3〉 

「クラブ奉仕Ⅱ委員会」を「クラブ管理運営委員会」に

改訂 

 

担当委員会より、以上３点の改訂提案があり、出席し

た会員からの異議はなく、次年度に向けて、変更する

ことになりました。 



【５０周年記念事業について】 

（１）記念事業については、ポリオ根絶の看板設置で

決まっているが、現状の設置場所は、あまり良い

とは思えない。再度協議を重ねる。見積もり予算

は５０万弱となってる。 

（２）その他記念事業について 

・市内小学校に米山梅吉の図書を送る 

・ロータリー財団、米山奨学会への寄付 

・常陽銀行への感謝状・記念品を贈る 

（３）記念講演会について 

長久保赤水についての講演。長久保赤水講演と

協力。参加者に地図のレプリカをプレゼント。 

（４）記念式典の出席人数について 

   １３０名予定 

（５）祝賀会のアトラクションについて 

   タヒチアンダンスで準備を進めている。 

（６）予算について 

   予算は３２０万を予定しているが、これから見積

もりが上がってくる項目もあり、どうなるかはま

だ分からない。会員負担が出てくる場合もある

ので、その時は御協力頂きたい。 

 

【お客様】  米山奨学生  周 培 様 

【メークアップ】 

４／２  クラブ奉仕委員会新旧合同引継ぎ会 

      大髙 司郎 

５／１２ RAC例会 大髙 司郎 

５／２０ 第１回オンライン例会  

小森勇一、今川隆、花園文熙、横倉稔明、 

石君平、大髙司郎、鈴木直登、田所和雄、 

大河原浩、滝徳宗 

５／２６ RAC例会 今川 隆 

５／２７ 第２回オンライン例会 

小森勇一、今川隆、花園文熙、横倉稔明、 

沼田操、大髙司郎、上田良三、江尻寛、 

石川武信、田所和雄、大河原浩、滝徳宗、 

平野浩司、岡田拓也 

５／２８ 地区、クラブ奉仕委員会会議 

      大髙 司郎 

 

【ニコニコ BOX】 

佐藤利雄さん：人生、７１歳を迎えることが出来

ました。あと１０年は元気で暮らすことができれ

ば良いです。 

田所和雄さん：誕生月です。久しぶりの例会で、

顔を合わせることができよかったです。 

平野浩司さん：ご無沙汰しております。みなさん

元気そうで何よりです。  

石川武信さん：お久しぶりです。元気してました

か？結婚月、誕生月の皆様おめでとうございま

す。 

鈴木直登さん：夜の雨、日中の陽ざし。野菜に最

高。草ものびる。 

花園文熙さん：ZOOMによる打合せが急速に

拡がっているとテレビで放送されています。高萩

RCは先頭を走っているのでしょうか。 

大平敏明さん：お久しぶりです。まだまだ新しい

生活様式が身につきません。  

大河原浩さん：皆様お久しぶりです。感染予防

対策をとりながらの例会が続くことになりますが、

力を合せて頑張りましょう。  

大髙司郎さん：久しぶりの例会、楽しみにしてま

した。誕生月、結婚月の皆様おめでとうございま

す。 

石平光さん：コロナウイルス早い収束を願うのみ

です。都会からウィルスを仕入れないよう注意し

ましょう。  

石君平さん：小森年度から、田所年度への引継

ぎの時期になりました。よろしくお願いします。  

小森勇一さん：６月はいよいよ通常例会再開で

す。一層の前進を期してがんばります。結婚月、

誕生月の方おめでとうございます。  

鈴木啓志さん：コロナ渦、早い終息を願ってま

す。  

今川隆さん：皆さん！お久しぶりです！ 

江尻寛さん、沼田操さん     

 

本日計  １９，５００円 

累計 ６７７，５００円 

 

【ロータリー財団】 

本日計   ６，０００円 

累計 ５４７，１００円 

 

【ポリオプラス】 

本日計  １７，０３４円 

累計  ６２，１７４円 

 

【米山記念奨学会】 

本日計  ２１，０００円   

累計 ４２８，５６０円 

 

【結婚月の方】 ✿Congratulation✿ 

６/ ４ 菱川健司さん・浩子さん 

６/１２ 大平敏明さん・英子さん 

６/１８ 佐藤利雄さん・孝子さん 

 

【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆ 

６/ ３ 佐藤利雄さん 

６/１０ 田所和雄さん 

６/１２ 大平敏明さん 

６/２８ 平野浩司さん 


