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来月： 会 員 増 強

７月１５日例会より

『 委員会方針・100％出席者表彰 』
ＳＡＡ（会場監督）：鈴木国男委員長

親睦活動・家族委員会 ：佐藤利雄副委員長

副委員長に江尻寛さん、委員に大髙司郎さん、
棚谷稔さんの 4 名体制で運営します。
活動方針：①会長、幹事、各委員長と連絡を密
にし、例会の円滑な運営に努める②和やかな雰囲
気の中にも秩序と品位のある例会運営に努める
③例会時間の厳守④SAA のタスキ着用。一人 1 ヵ
月ずつ担当し、4 名で交代制とする。例会進行と
ゲストやビジターの接遇をする。
事業計画：①友好的な雰囲気を高める例会場を
設営する。例会場にはロータリー旗を掲示②例会
の始めにロータリーソング、毎月第一例会には
「四っ
のテス
ト」を
唱 和
し、意
識を高
める③
ゲ ス
ト、ビ
ジター
を会場
入口で誠意を持ってお迎えし、隣に座り友情を深
める④通常例会は、12 時より食事、12 時 30 分開
会点鐘、13 時 30 分閉会点鐘とする⑤夜の移動例
会は、18 時食事、18 時 30 分開会点鐘、19 時 30
分閉会点鐘とする⑥夏シーズン（5 月から 10 月）
は、クールビズ（軽装）とする⑦会員相互の交流
が広がるような、着席位置を工夫する⑧私語や不
必要な移動を慎み、秩序と品位を高める。

委員長に福田文乃さん、副委員長は佐藤利雄、委
員に鈴木国男さん、岡田拓也さんの体制です。
活動方針：①家族を含めた会員相互の交流を促
し、友情・親睦融和を図るため、多くの会員が参加
できる親睦の場を計画する②外部卓話講師等を積極
的に受け入れ交流することにより、ロータリー活動
に関する部外者の理解と向上を図る③これらによ
り、会員維持・拡大に努める。
事業計画：①親睦活動を関連委員会と協調し開催
する。家族を含めた参加の行事（納涼会、観月会、
忘年会、観桜会）会員等親睦会（ガバナー公式訪問、
三団体合
同例会、北
茨城 RC と
の合同例
会、反省会
等）。ゴル
フ同好会
（会員親
睦、会長
杯、三クラ
ブ対抗、LC
親睦ゴルフ）②誕生祝い、結婚祝い。月の第一例会
に、その月の誕生者及び結婚者を紹介しお祝いをす
る。誕生祝は、第一例会で記念品を、結婚祝いは、
結婚記念日に生花を贈呈する③例会運営：来訪ロー
タリアン、外部卓話講師等の外来者を歓迎し例会で
報告する④もったいない、料理を残さない運動をし
ます。
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1.真実かどうか

当

７月 １５日 出席報告
会員数 出席者
欠席者
３４
２１
１０
出 席 率 ： 67.74 %
前々週訂正 ： 87.10 %

会
幹

長 ： 田所 和雄
事 ： 大河原 浩

例

会 ： 毎週水曜日 12:30 ～ 13:30

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

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

「100％出席者表彰」
2019-20 年度：出席・ニコニコ BOX
棚谷稔委員長
おめでとうございます。2019-20 年度 100％出席者

沼田 操（8 年）
例会は 1 回でも休むと次回が大変です。100％出席
は家内の協力もあり達成しました。感謝したいと
思います。

会員 14 名をご紹介し表彰します。また、表彰後に

小森 勇一（21 年）

皆様よりコメントを頂きたいと思います。今年度

前年は会長年度でした。朝は 6 時起床、規則的な

の記念品は予算オーバーしましたが良い品です。

生活を変えないこと。水曜日のクラブ例会出席は

上田良三さん・

規則的な生活の一部です。それが健康の秘訣かと、

鈴木啓志さん・

これからも続けたいと思います。

永山捷平さん・

大髙 司郎（12 年）

江尻寛さん（4

2019-20 年度はクラブ例会が 40 回開催、その中の

名は出席規定の

37 回に出席しました。その他のメークアップを合

免除会員です）。

わせると 71 回となり本日の表彰となったと思い

石川武信さん、

ます。今年度も健康で頑張ります。

沼田操さん、

石 君平（14 年）

小森勇一さん、大髙司郎さん、石君平さん、花園

担当委員長と事務局の坪和さんにお礼を申し上げ

文熙さん、田所和雄さん、鈴木直登さん、大河原

ます。例会は権利として出席しています。事務局

浩さん、今川隆さん

が手配してくれた、美味しい食事を食べるのが権

です。

～ 「祝」例会 100％出席会員コメント ～

利、自宅の食事より美味しいのも出席の理由です。
花園 文熙（16 年）
高萩 RC から会員が表彰されるのは、この 100％出
席会員だけだと思います。それだけの意味があり
ます。私の表彰は祖先の DNA と皆様のご協力の賜
物であると思います。
田所 和雄（3 年）
入会して満 8 年となりますが、100％出席は今回で
3 回目となります。
まだ 5 割に達して
ないので、これか
らは 100％出席 5 割

（ ）は通算 100％出席年数、敬称略

を目指して頑張り

鈴木 啓志（22 年）

ます。

私は出席規定の免除会員だが、100％出席扱いとし

鈴木 直登（3 年）

て頂きました。素敵な商品でロータリーは有難い

ステキな商品をあ

と思います。皆さん、メークアップ等を使い、全

りがとうございます。自宅から例会場までは 18Km

員が記念品をもらえるように頑張って下さい。

の距離です。夜の例会は段々と苦になってきまし

江尻 寛（21 年）

た。

私も出席規定の適用免除会員、ロータリー歴 22

大河原 浩（5 年）

年と年齢合計が 85 年以上で理事会で承認されま

ホームクラブ 100％出席ではありませんが、メー

した。この 1 年間いろいろあり、半分位しか出席

クアップを入れての表彰です。今後も先輩方に続

できませんでしたが、今年度は元気を出して出席

きたいと思います。

したいと思います。

今川 隆（4 年）

石川 武信（28 年）

ステキな贈り物ありがとうございます。結婚月に

私の 100％出席者なのは、飲み会が大好き、その

妻と使いたいと思います。今後も続けられるよう

ためにも例会は休まないようにしています。

に頑張ります。

田所和雄：会長挨拶

大河原浩：幹事報告
ガバナー事務所より、令和 2 年 7 月九州豪雨災害
へのご支援のお願い。2020-21 年度上期普通寄付
金のお願い。ハイライトよねやま。いわき勿来 RC
より週報。高萩市交通安全対策協議会より、令和
2 年夏の交通事故防止県民運動の実施について。
委員会報告
50 周年実行委員会：記念誌の原稿提出をお願い

相変わらず梅雨の大雨が続いています。そして
西日本の各地では豪雨災害がおきています。
第 2820 地区の池田正純ガバナーより、
「令和２

します。2010 年度以降の会長経験者は、クラブ理
事役員委員編成表と主な出来事も提出して下さい。
来週例会時に各委員会の進捗状況を発表願います。

年７月豪雨災害へのご支援のお願い」の文書が届

社会奉仕委員会：アジサロードの捕植と新たな苗

いています。この度、九州地方で発生した豪雨災

を植樹した方の確認です。

害について、第 2820 地区として義援金を送りた

前年度親睦委員会：次週例会前にブレザーの採寸

いとのことです。各クラブ１名当たり 1,000 円の

があります。

寄付をお願いしたいとのことです。地区の依頼で

親睦家族委員会：8 月 19 日（水曜）メイキッスに

すので寄付の拠出については、理事の皆様にお諮

て納涼会を開催します。

りして早急に行いたく思います。皆様のご理解を

本日のランチメニュー「鰻重」

よろしくお願いいたします。
本日のお弁当は、土用の丑の日に因んで、鰻重
に致しました。８月７日が暦の立秋にあたり、そ
の直前の１８日間の期間におとずれる丑の日が
「土用の丑の日」だということです。今年は「土
用の丑の日」が７月２１日と８月２日の２回ある
そうです。栄養たっぷりのウナギを食べて元気を
出して行きましょう。
今日の例会は、１００％出席者表彰です。表彰
を受ける会員の皆さん、本当におめでとうござい
ます。１００％出席を達成できるのはまず何とい
っても、健康である証拠です。そしてロータリー
活動を楽しんでいるからだと思います。
「ロータリーの友」の７月号にホルガ―・クナ
ーク R.I.会長のメッセージが載っていますが、会
長の願いは、「みんながロータリー活動を楽しみ、
ロータリーの一員であることを誇りに思うこと」
だそうです。１００％出席の方は、まさに R.I.会
長の願いを実践している方であると思います。こ
れからも是非１００％出席を続けていただきたい
と思います。
皆さんが、楽しめて、居心地よく感じられる例会
を目指してまいりますので、例会出席率がアップ
するよう、皆さんのご協力を、宜しくお願いいた
します。

【メークアップ】
７／９

地区クラブ奉仕委員会
「

７／１２
「

ZOOM 会議第１回予備日」大髙司郎
地区クラブ奉仕委員会
ZOOM 会議第２回予備日」大髙司郎

７／１４

RAC 例会

７／１５

第一分区第一回会長幹事会
田所和雄

今川隆
大河原浩

「ロータリー国際大会」
2020 年 6 月はバーチャル国際大会でした！

2021 年 6 月 12 日～16 日は台北（台湾）開催で
す。申込はお早めがお得です。

2020 年 12 月 15 日迄の早期登録は$365、最終は
2021 年 4 月 1 日～6 月 16 日 $515

高萩ロータリークラブの facebook です。「いいね」応援
よろしくお願いします。

【ニコニコ BOX】
橋本義隆さん：新型コロナ禍の中、ランチを楽し
みに来ました。先日、埼玉もウナギが有名である
事を知り、満寿家さんで喰って来ました。
石君平さん：自動車の免許更新のため、高齢者講
習を受けてきました。いよいよ返納を考える年齢
になりました。さびしいです。
田所和雄さん：梅雨の大雨が続いています。集中
豪雨で被災された方々にお見舞い申し上げます。
１００％出席を達成された皆さんおめでとうござ
います。
沼田操さん： 早く梅雨があけてほしいですね。コ
ロナも大変ですね。
大髙司郎さん：今日の例会、ランチを楽しみに来
ました。
石平光さん：新型コロナ感染第二波が到来しそう
です。１０日の知事会見を重く受け止めたい所で
す。
花園文熙さん：コロナウィルスによる方向不明で、
５０周年はどうするか。
鈴木直登さん：晴れ間がほしい。被災地の現状を
見るたび震災を思い出す。

・
・
・
・

7 月のガバナー公式訪問
７月 15 日㈬ 東海那珂 RC
７月 17 日㈮ 守谷 RC
７月 21 日㈫ ひたちなか RC
７月 22 日㈬ 日立北 RC
第１回会長・幹事会 開催のご案内
日 時：2020 年 8 月 30 日㈰
場 所：つくば国際会議場・多目的ホール
登 録：９：30
開 会：10：00
閉 会：14：30（予定）
019-20 年度中村澄夫ガバ
ナー月信 最終号（幕）の表紙
を高萩市の「潮見つり橋」写真
が飾りました。
ご承知のように 月信 の題字
は書家の鈴木啓志（赫鳳）会
員の揮毫によるものです。

大平敏明さん：今日は、ニコニコ BOX を書く前
に、おいしいウナギを食べました。ごちそうさま
でした。例会出席１００％目指して努力中！！
佐藤利雄さん：梅雨の曇り早く快晴が待ち遠しい。
鈴木啓志さん：うな重が美味でした。
石川武信さん：ウナギ、やっぱりおいしいですね。
小森勇一さん： 土用のウナギおいしくいただき
ました。鈴木国男さん、江尻寛さん、棚谷稔さん、
大河原浩さん、今川隆さん、菱川健司さん、平野
浩司さん、滝徳宗さん
本日計
累 計

２２，０００円
６５，５００円

【ロータリー財団】
本日計 １２０，９１０円
累 計 ２６０，８８０円
【ポリオプラス】
本日計
累 計

４，２８０円
１２，９８０円

【米山記念奨学会】
本日計
２，０００円
累 計
７５，０００円

