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ロータリー月間     今月：           来月： 会 員 増 強 

【高萩ＲＣ創立 50 周年】 ７月１日例会より 

『 新年度方針 』 
  

＜田所和雄会長 新年度方針＞ 
 ＲＩ会長のテーマは「ロ―タリーは機会の扉を

開く」であり、池田ガバナーの地区スローガンは

「ロータリアンのイノベーション・磨こう人間

力！」であります。 
 ロータリー活動の基本である「ロ―タリーの

目的」と「四つのテスト」を常に確認し、奉仕の

機会、親睦の機会、リーダーシップの機会を適切

に実践し、意義あるクラブ活動に取り組みます。 

 新型コロナウイルス対応として、社会のデジタ

ル化に合わせ、ロータリーの新しい取り組みを模

索していく必要があります。会員を維持し、増や

せるよう取り組んで参ります。 

            わがクラブ先輩会員 

           の活動に深甚なる敬意 

           を表し、創立５０周年記 

           念事業実行委員会の下、 

           全員で有意義な５０周 

           年を迎えることができ 

           るよう努めます。 

(基本方針) 

１． 「ロータリーは機会の扉を開く」のテーマ

を実践し、活力あるクラブを目指す 

２． 奉仕と親睦の両輪で、友情とロータリーの

心を育む 

３． 各委員会の活動を活発にし、魅力あるクラ

ブにする 

４． 例会プログラムを充実し、魅力ある例会 

５． 全員で意義ある５０周年を実行する  

(基本計画) 

基本方針を達成するために、次の１６項目の基本計

画を策定 

① ロータリー賞を目指す、②環境問題に取組む、 

③会員純増２名、④充実した例会、⑤出席率の向上、

⑥親睦活動の充実、⑦週報やＨＰを充実、⑧公共イ

メージ向上、⑨出前講座の継続、⑩英語プレゼンテ

ーション大会と柔道大会の継続およびＲＡＣへの支

援、⑪アジサイロードの管理、⑫ポリオ根絶に協力、 

⑬ロータリー財団への寄付一人＄150 以上とベネフ

ァクター１名、⑭米山奨学会寄付一人 25,000 円以

上と奨学生の受入、⑮創立 50 周年記念事業の実施、

⑯クラブ戦略計画を策定しクラブの活性化を目指す 

 ＜会長・幹事バッジの引継ぎ＞ 

   
 

<2020~21 年度高萩ロータリークラブ役員・理事> 

 会長  田所和雄  幹事 大河原浩  

 直前会長 小森勇一 会計 佐々木聡 

 ＳＡＡ 鈴木国男 

 理事 大髙司郎(クラブ管理運営) 鈴木直登(職業 

    奉仕） 石川武信(社会奉仕) 菱川健司（青 

    少年奉仕） 棚谷稔(国際奉仕) 石平光（ロ 

    ―タリー財団） 江尻寛（米山記念奨学会） 
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ７月 １日 出席報告 

７月 ８日 各委員会方針 各委員長 会員数 出席者 欠席者 

７月１５日 １００％出席者表彰・委員会方針 出席・ニコニコＢＯＸ委員会 ３４ ２１ １０． 

７月２２日 50 周年記念事業について 実行委員会 出 席 率 ： 67.74 % 

７月２９日 前年度決算・本年度予算 会計 前々週訂正 ： 83.33 % 
 
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 ： 田所 和雄 

幹    事 ： 大河原 浩 

■URL  https://www.takahagirc.jp  例    会 ： 毎週水曜日 12 :30～13:30  

■E-Mail ：takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp  公共イメージ委員: 石 君平 和田昌也 小森勇一 大髙司郎

棚谷 稔 石 平光 今川 隆 大平敏明 
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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 
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＜大髙司郎クラブ管理運営委員長 新年度方針＞ 

           今年度からクラブ管理運 

          営委員会と変更しました。 

           参加型の楽しい例会プロ 

          グラムを立案し、さらにオ 

          ンライン例会の導入により 

          出席率の向上を目指す。 

(地区の会員増強のパワーポイントで高萩ＲＣを

紹介しています――期待してください) 

＜鈴木直登職業奉仕委員長 新年度方針＞ 

           青少年の進路指導や職業 

          選択の学習を支援する中学 

          校への出前講座については、 

          今年から松岡中学校２年生 

          にも実施することにする。 

          （青少年奉仕委員会と共催） 

 

＜石川武信社会奉仕委員長 新年度方針＞ 

           アジサイ管理では枯れた 

          ところに新たにアジサイを 

          植えこむ。(環境保全緑化運 

          動) 草刈りは年３回、つる 

          切は２回を予定する。 

           新規奉仕事業を検討する。 

 

＜菱川健司青少年奉仕委員長 新年度方針＞ 

           少年柔道大会、英語プレ 

          ゼンテーション大会、出前 

          講座は実施予定。 

           高萩市文化協会「こども 

          文化教室・体験講座」に協 

         力。ＲＡＣを積極的に支援。 

 

＜棚谷稔国際奉仕委員長 新年度方針＞ 

           高萩ＲＣの国際奉仕の在 

          り方について検討する。一 

          例として、米山奨学会とは 

          別に、苦労している日本に 

          来ている学生たちを支援す 

          ることを検討する。 

 地区プログラムのこの指とまれ事業に協賛する。 

 

＜会長挨拶＞ 

 皆さんこんにちは。本日から、ベテランの小森

会長に代わりまして、会長の職を務めさせていた

だきます。不慣れの点も多々ございますが、精一

杯努めますので、皆さんのご協力をお願いいたし

ます。 

 1970 年に創立した高萩ＲＣは、今年の 10 月で

満 50 年を迎えることになります。これまで活動

を積み重ねてこられました先輩会員に敬意を表し

ますとともに、50 周年記念事業への準備を進めて

きました小森直前会長、今川幹事、実行委員会の

皆様にも、あらためて感謝申し上げます。 

 この 50 年の節目に、昨年から、6 名の新しい会

員をお迎えすることが出来ました。入会順に、大

平敏明さん、佐藤利雄さん、和田昌也さん、滝徳

宗さん、佐々木聡さん、橋本義隆さんの皆さんで

す。新しい力に大きな期待をしております。 

 ロータリークラブの原点は、例会に出席するこ

とだと思います。出席することによって、ホルガ

―・クナークＲＩ会長のテーマのように、「ロータ

リーは機会の扉を開く」のだと思います。例会に

積極的に出席してくださるようよろしくお願い致

します。 

 本年度は、34 名でのスタートになります。私は、

若くて実力のある大河原幹事、そして理事・役員

の皆さんとともに、精一杯クラブの運営に取り組

んでまいります。 

 ベテランの会員の皆さん、中堅会員の皆さん、

そして新会員の皆さんが力を合わせ、協力して、

楽しい、そして有意義なクラブ活動ができますよ

う、皆さんのご協力を重ねてお願いいたしまして、

会長の挨拶といたします。 

 今年一年間、どうぞよろしくお願い致します。 

 

＜幹事報告＞ 

 二回目の幹事となりますので、前回よりはスム

ーズに運営ができると思います。田所会長ととも

に一年間よろしくお願いいたします。 

１． 国際奉仕委員会活動についてアンケート 

２． 第 1 分区会長・幹事会 7 月 15 日 18；30 

３． ロータリー財団研究会開催案内  

  ７月１８日 ９：３０ グランド東雲 

４． 会員維持増強 出前卓話 8 月 5 日例会 

 石井浩一(地区クラブ奉仕会員増強委員長) 

５． 財団ニュース 7 月号が届く 

６． バギオ便りが届く 

７． ロータリー財団への寄付明細が届く 

８． 茨城県青少年育成協会より定時総会資料が



届く 

９． 米山学友会「愛と心の絆」が届く 

１０． 第 1 回理事会報告 

１１． 上半期別途預り金 ３７，０００円 

 

＜今川隆公共イメージ向上委員＞ 

 たかはぎＦＭ「高萩ＲＣ情報館第 4 回」 

  ７月１日 21:00～(再放送７月９日 14:00) 

     ＊ ロータリー財団について(鈴木直登会員) 

   ＊ コロナ感染症について（滝徳宗会員） 

 

【メークアップ】 

6 月 27 日地区会員維持・増強「出前卓話」勉強会 

      大髙司郎 

6 月 28 日米山記念奨学会オリエンテーション 

      小森勇一 

 

≪ニコニコＢＯＸ≫  

田所和雄さん：2020~21 年度のスタートです。 

  今年一年間どうぞよろしくお願い致します。 

大河原浩さん：一年間お世話になります。よろし 

くお願い致します。 

小森勇一さん：田所年度のスタートおめでとうご 

ざいます。創立 50 周年をむかえ、ますます 

の発展を皆様とともに祈念いたします。 

今川隆さん：新年度スタート！楽しみです。田所 

会長、大河原幹事！一年間頑張ってください。 

石君平さん：田所会長、大河原幹事一年間よろし 

くお願い致します。誕生月です。 

棚谷稔さん：今日から田所新年度、一年間よろし 

くお願い致します。誕生月です。 

沼田操さん：新年度理事さんお世話になります。 

コロナに負けず頑張りましょう。 

橋本義隆さん：コロナ禍の中、半年が過ぎスッキ 

リしない前半でしたが、早くワクチンが出来、 

元の生活に戻れる事を楽しみに後半を頑張り 

ましょう。 

石平光さん：田所年度 2020~21 開始です。今年度 

もよろしくお願いいたします。 

花園文煕さん：2020-21 年度、新年度田所丸の船 

出を祝し、勇ましく進まれることを祈念いた 

します。 

大髙司郎さん：田所年度のスタートを祝して 

鈴木直登さん：コロナ・雨・高い湿度。すべてに

めげず田所年度帆を上げ出航。 

石川武信さん：田所丸船出、おめでとうございま 

す。本年もよろしくお願い致します。 

佐藤利雄さん：コロナ、梅雨時期、早く終了を願 

う。 

大平敏明さん：田所会長、大河原幹事、一年間よ 

ろしくお願い致します。前年以上の出席率を 

目指していきます。 

鈴木啓志さん：田所会長、大河原幹事の船出をお 

祝いいたします。 

 鈴木国男さん、江尻寛さん、菱川健司さん、 

 平野浩司さん、滝徳宗さん 

     本日計   ２４，０００円 

≪ロータリー財団≫ 

     本日計    １，０００円 

≪ポリオプラス≫ 

     本日計    ２，２２０円 

≪米山記念奨学会≫ 

     本日計    ２，０００円 

 

【誕生月の方】  ☆Happy Birthday☆ 

   ７月２３日   石 君平さん 

   ７月３０日   棚谷 稔さん 

 

「素敵な写真――アジサイロードの夕方」 

――たかはぎＦＭ FaceBook より―― 

みぽりんさん撮影(本ＨＰ掲載について 

ご本人に了解いただいております) 

 


