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ロータリー月間     今月：会員増強     来月：基本的教育と識字率向上 

【高萩ＲＣ創立 50周年】 ８月２６日例会より 

『 社会奉仕フォーラム』 
  

田 所 会 長 挨 拶  

皆さんこんにち

は。お久しぶりで

す。８月５日の例

会以来、二十日ぶ

りになります。１

２日は、お盆のた

め休会としまし

た。 

１９日は、親睦活動・家族委員会で、納涼会の準

備を進めていたのですが、新型コロナウイルスの

感染拡大が継続しており、お盆休みの前後におい

て、３つの密を避ける等の、感染予防の行動が求

められたため、持ち回り会議による理事会の承認

をいただき、納涼会を中止とし、休会とさせてい

ただきました。やはり例会が休会になるのはさみ

しいですね。通常の例会は、コロナウイルス対策

を取りながらきちんと続けたいと思っておりま

す。 

本日の例会の終了後には、５０周年実行委員会の

会議があり、記念式典の開催の有無についての判

断がありますが、慎重に判断していただきたいと

思います。 

ご報告ですが、今日の夜、たかはぎＦＭの高萩ロ

ータリークラブ情報館の録音収録があります。 

９月２日（水）午後９時からの放送です。私のほか、

今川さん大河原さん、平野さん、和田さんが参加し

ます。 

 今日の例会は、社会奉仕フォーラムです。社会奉

仕委員会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

 

《幹事報告》大河原浩 幹事 

１、米山功労者 第 5回マルチプルの賞状が届く。

大髙司郎会員 

2、新庄ロータリークラブより、お礼のメールが届

く。 

3、日立中央ロータリークラブより、小野武様（享年

80歳）訃報が届く。 

4、ガバナー事務所より、第 1回会長幹事会の案内届

く。 

5、ガバナー事務所より、ロータリー財団出前卓話、

募集のお知らせが届く 

6、地区より、財団ニュース 7月号が届く 

7、ハイライト米山届く、 

8、ロータリー財団寄付明細が届く 

9、日本事務局より、新型コロナウイルス感染予防対

応による、在宅勤務のお知らせが 

届く 

10、いわき勿来ロータリークラブより、週報と、現

況報告書が届く 

 

 

 

 

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  8 月 26 日 出席報告 

９月 ２日 米山奨学生卓話 米山奨学会委員会 会員数 出席者 欠席者 

９月 ９日 50 周年記念事業について 50 周年事業委員会 ３４ ２０ １１ 

９月１６日 イニシエーションスピーチ プログラム委員会 出 席 率 ： 64.52% 

９月２３日 ガバナー補佐事前訪問 

イニシエーションスピーチ 

会長・幹事 

プログラム委員会 
前々週訂正 ： 87.10% 
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国際ロータリーのテーマ 

 

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 

https://www.takahagirc.jp/


《米山功労者 第 5回マルチプル表彰》 

大髙司郎会員 

 

 

 

 

《本日のプログラム》 

社会奉仕フォーラム 

社会奉仕委員長：石川武信委員長 

地区での指導にあたっては                    

（１）人間尊重 

福祉問題について理解を深める 

（福祉施設との交流） 

（２）環境保全 

環境問題について理解を深める 

緑化運動に寄与する 

（３）地域発展 

地域の活性化に寄与する 

（４）共同奉仕 

◎他の奉仕団体との連絡強化を図る 

（１）人間尊重 

＊臨海学園モチツキ大会 

１９９９～２０００年度２００９～２０１０   

（１８回実施）  

２０１０～２０１１から中止   

＊トーモロコシ収穫祭（リバテイ－若栗） 

２００７～２００８年度から２０１５～２０

１６年度まで（９回実施） 

＊サツマイモ収穫祭（リバテイ－若栗） 

２００７～２００８年度から２００８～２０

０９まで（２回実施） 

 

（２）環境保全 

＊アジサイロ－ド管理、植栽 

２００５～２００６年度より２０１９～２０

２０現在継続中（１５回実施） 

２００５～２００６年度 ２２０本植栽  

市民と共に。 

２００７～２００８年度 名札更新 

２００８～２００９年度 ２５０本植栽  

市民と共に。 

２００９～２０１０年度 看板設置 ３台 

２０１４～２０１５年度 菜の花種まき 

２０１９～２０２０年度まで 

毎年草刈 年３回 

ツル刈り取り１回 

花ガラ切  １回 

＊桜植樹 

２０１８～２０１９年度 上君田 ３０本植樹 

上君田（桜賞会）が管理 

（３）地域発展 

＊みんなの広場参加 Ｓ.Ｌの運行 

１９９９～２０００年度より２００２～２００３  

（１４回実施） 

（２０００年度以前含む） 

＊チャリティーダンスパ－テイ－ 

１９９９～２０００年度より 

２００５～２００６まで（１３回実施） 

（２０００年度以前含む） 

＊チャリティーコンサート 

２００３～２００４年 第１回杉の杜コンサ－ト 

２００４～２００５年 第２回穂積家コンサ－ト 

２００６～２００７年 第３回桜コンサ－トＫＤＤＩ 

２０１０～２０１１年 ７回実施 

（４）共同奉仕 

＊海岸清掃 

１９９９～２０００年度より２０１９～２０２０

年度まで（２１回実施） 

                        

以上が過去２０年間の実績です（寄付行為は含み

ません） 

以上の経過を参考に社会奉仕の新事業を考える 

金銭での社会奉仕か 

労働を含めての社会奉仕か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ニコニコ BOX】 

大髙司郎さん： ポリオ、アフリカで根絶宣言を 

祝して。 

花園文熙さん：家内の新盆には御配慮頂きありが 

とう御座いました。 

田所和雄さん：猛暑が続いていますが、健康に気 

をつけましょう。本日は、社会奉仕フォーラムで 

す。社会奉仕委員会の皆さん宜しくお願いします 

。 

小森勇一さん：「５０年のあゆみ」の原稿を、マ 

ラソンでいえば３０キロをこえたところです。 

鈴木啓志さん： 例会終了後、５０周年記念事業 

について会議を行います。委員長・副委員長よろ 

しくお願いします。 

石平光さん： 連日の暑さコロナ自粛で体調も変 

調してます。皆様ご自愛下さい。 

橋本義隆さん： 残暑厳しいですね！稲穂が、黄 

金色になって来ました。収穫の季節が待ち遠しい 

です。 

石君平さん：「暑いですねー。」の 挨拶だけで 

、暑くなります。 

石川武信さん：残暑厳しいですね。 

鈴木国男さん、江尻寛さん、沼田操さん、棚谷稔 

さん、鈴木直登さん、大河原浩さん、今川隆さん 

、菱川健司さん、平野浩司さん、大平敏明さん、 

滝徳宗さん 

     

 

本日計  ２０，０００円 

 累計 １４８，５００円 

 

【ロータリー財団】 

本日計  １４，６５０円 

累計 ３１０，３６５円 

 

【ポリオプラス】 

本日計   ２，１００円 

累計  ２０，３６０円 

 

【米山記念奨学会】 

本日計  ２１，０００円   

累計 １７１，０００円 

 

 

 

《滝徳宗会員より情報提供》 

◎アフリカでポリオ根絶 ＷＨＯ宣言 世界で

残り２カ国 

世界保健機関（ＷＨＯ）は２５日、アフリカでポ

リオが根絶されたと宣言した。アフリカでは２０

１６年のナイジェリアを最後に新規感染が確認

されていなかった。これでポリオが残っているの

はアフガニスタンとパキスタンの２カ国となっ

た。ＷＨＯのモエティ・アフリカ地域事務局長は

「将来世代のアフリカの子供たちが、ポリオウイ

ルスがない場所で生活できる。画期的な出来事だ」

と話した。（毎日新聞ネットニュースより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


