【 創立 50 周年 】

TAKAHAGI
ROTARY CLUB
WEEKLY
国際ロータリー第２８２０地区

2020-2021
国際ロータリーのテーマ

1970 年 10 月 30 日設
立

ロータリー月間

今月：基本的教育と識字率向上

発
行
2020.9.30
第５１巻
第 11 号
通
巻
２３ ８７号

来月：地域社会の経済発展

９月２３日例会より

『 ガバナー補佐事前訪問
＜茂木博男 第 1 分区ガバナー補佐＞
ガバナー補佐の茂木です。先日、いわき市に常
磐線で行きましたが沿線は稲刈りの真っ最中の
状態でした。昨日 9 月 22 日は住まいのある水戸
で久しぶりにジョギングをし、那珂川沿いを少し
走ったのですが、葉生姜の畑が緑緑色をしてい
て、ネギ畑もあり焼肉等に入れると美味しいだろ
うなと思いながら走るとネギの臭いがプンプン
としていました。田の 3 分の１は稲刈りが終わ
り、3 分の１は稲刈りを終え土が露出状態、残り
3 分の 1 は田植えを終え緑緑して稲穂が付いた状
態もありま
した。正に
秋本番とう
いところで
す。
本日は田
所和雄会長
と大河原浩
幹事が率い
て、英語教
育とか出前講座、海岸清掃、さくらの草刈り、花
貫川のアジサイの管理、米山奨学生の受け入れな
ど多彩な活動を展開し、更に地区全体の面からみ
ると、大髙司郎会員が地区役員として大活躍して
いる、この若々しく活動的な高萩 RC を訪問させ
ていただくことにワクワクしています。
高萩 RC のガバナー公式訪問は 9 月 30 日に迫っ
ていますが、今回訪れるガバナーの人柄を紹介し
ます。
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1.真実かどうか
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池田正純ガバナーは牛久 RC メンバーで牛久市出
身、名主さんの子孫、一言で言うと資産家と言われ
ているようです。江戸時代から昭和 40 年代まで、醤
油の醸造業を営んでいたそうです。大地主の家系で
あり広大なる土地を所有し、ゴルフ練習場やマンシ
ョンを建ててその管理をするようなことをしておら
れる方です。趣味のゴルフは当然のことながら美術
品収集とか美術刀剣を集めるとか、ワインの高いの
を嗜むとかを趣味にしているようです。ガバナー月
信に日本刀の柄の部分が写真掲載されていますが、
ガバナーが集めている日本刀です。
今年度の第一分区目標は、昨年度と引き続き会員
純増 2 名、ロータリー賞にチャレンジ、寄付につい
ては R 財団 150 ㌦、米山寄付 25,000 円です。
寄付というのは非常に重要視されており、この寄
付でポリオ根絶のワクチン接種などに使います。子
供一人分のワクチンは 60 セントだそうです。今年は
アフリカでポリオが根絶し残すはパキスタンとアフ
ガニスタン。８月２７日の朝日新聞記事にこのよう
なことが書いてありました。人類が天然痘に次いで
根絶を目指しているポリオ（小児麻痺）については
アフリカでの根絶を宣言した。パキスタンとアフガ
ニスタンが残っている。ポリオというのはウイルス
が人の便から別の人の口の中に入ることで感染する
ものである。
ユニセフ、国連児童基金や日本の国際協力機構、
並びにビルゲイツ財団等が子供への接種を支援して
きた。残念ながらロータリークラブは出てきません
でした。
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９月 ２３日 出席報告
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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

寄付は世のため、人のためになっています。寄
付するためにはお金が必要、皆様にお金持ちにな
って貰わなければならない。
コロナ禍の中でも大富豪になる道は必ずありま
す。本日、
「大富豪になる法」というお話をさせて
頂きます。ロ
ックフェラ
ーは一代で
23 兆円、あ
るいは計算
の仕方によ
っては 35 兆
円の資産を
残した人で
す。これは
2300 億㌦、3500 億㌦という額です。
皆様はビルゲイツを大富豪と思っている方が居
ると思いますが、彼の資産は現在 900 億㌦、ロッ
クフェラーは４倍位の資産を持った人です。これ
まで世界一と言われています。野口英世がお世話
になったロックフェラー医学研究所やニューヨー
ク近代美術館、数えきれないほどの教会の建設、
大学への援助など、ロックフェラーの援助は枚挙
にいとまがないものでした。
彼は明治維新の 28 年前に生まれた人です。貧
しい行商人の子供としてアメリカに生まれ、16 歳
で就職、18 歳で独立、24 歳で石油精製事業を開
始、30 歳でスタンダード石油という大企業の経営
者となっていました。この時点で大富豪になって
いました。彼のやり方は今から見ると非難を受け
かねない手法があったそうです。
安売り競争で同業者を倒産させた、鉄道会社と
密約し同業他社の運賃をつり上げる、銀行役員を
買収し同業他社への融資を止めさせる、など非難
が集中したようです。その当時、まだアメリカは
独占禁止法や不正競争防止法などありませんでし
た。明治 41 年には自動車の大量生産が始まり、
大正 3 年には第一次世界大戦が始まり、石油はい
くらあっても足りない、という時代がやってきた。
資産は増える一方で、一時はアメリカの年間予算
を超えたと言われています。
大富豪になる道というのはこれで終わるのでな
くここから先が難しいと思います。ロックフェラ
ーは終生、勤勉・質素・倹約、酒・タバコ・賭け
事は一切禁止、利益の 3 分の１は寄付、3 分に１
は貯蓄、残る 3 分の１で生活をするので浪費等は
できません。難しいでしょうか。私には無理です
が皆さんにはロックフェラーになって貰いたいと
思っています。財を蓄えて沢山の寄付をして欲し
いと思います。本日はガバナーについてと、大富
豪になる法をお話しさせて頂きました。

＜田所和雄：会長挨拶＞
皆さんこんにちは。本日は、ガバナー公式訪問
を来週迎えるにあたりまして、その事前訪問とい
たしまして、第１分区ガバナー補佐の茂木博男様、
セクレタリーの藤田和弘様をお迎えしての例会で
あります。茂木様、藤田様、連休明けのお忙しい
ところ、お越しいただき誠にありがとうございま
す。大歓迎でございます。
茂木様からは、これまでの４回の公式訪問（日
立北、日立中央、日立南、日立）の様子を、その
都度ご連絡いただき、感謝申し上げます。本日は、
公式訪問の
事前研修で
すので、ご指
導のほどよ
ろしくお願
いいたしま
す。
私たち高
萩ロータリ
ークラブは、1970 年（昭和４５年）10 月 30 日に
23 名のチャーターメンバーにより創立されまし
た。本年で、満 50 年を迎えることになります。
10 月 25 日（日）には、50 周年記念式典を、第１
分区の皆様にもお声をかけ、にぎにぎしく開催す
る予定でしたが、コロナウイルス感染対策のため、
高萩ＲＣの会員のみで、記念例会として開催する
ことになりました。
例会場につきましても、通常は、常陽銀行高萩
支店の３階でございますが、コロナウイルスのた
め、当分の間、この月乃屋さんをお借りして、開
催しております。来週の公式訪問も、この会場で
開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
私たち高萩ロータリークラブは、昨年から、６
名の新しい会員をお迎えすることができました。
新しい会員の皆さんが入会したことにより、クラ
ブに元気が出て参りました。本年度は、43 歳から
89 歳までのバラエティーに富んだ、34 名の会員
で、元気に活動をしているところでございます。
ベテラン会員、中堅会員、新入会員の皆さんが、
力を合わせて、協力して、楽しい、そして有意義
なクラブ活動を、積み重ねているところでござい
ます。そして、皆さんのご協力により、例会の出
席率も上昇傾向にあります。
去る 9 月 14 日（月）には、棚谷さんのチーム
の皆さんが、あじさいロードの草刈りをして下さ
いました。また、20 日（日）には、石川社会奉仕
委員長の下、会員の皆さんで、あじさいに絡んだ
ツタと花柄の刈り取りと清掃を行いました。現在、
あじさいロードがとても良い状態になっています。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

また、50 周年記念事業の、ポリオ根絶のＰＲ看
板の設置場所の件ですが、何とか目途がつきまし
た。とても良い形で出来ると思います。
9 月は、基本的教育と識字率向上とロータリー
の友が、ロータリー特別月間になっています。本
日の例会は、茂木ガバナー補佐の事前訪問の卓話
でございますが、もし時間があるようでしたら、
クラブ管理運営委員長であります大髙司郎さんの、
「ロータリーの友」に因んだお話をしていただき
たいと思います。
茂木様、本日は、ご指導のほど、どうぞよろし
くお願いいたします。大髙委員長もよろしくお願
いいたします。
＜大河原浩：幹事報告＞
①「この指とまれ」提唱プレゼンテーション②第
7 回日台ロータリー親善会議福岡大会開催中止の
報告（2021 年 3 月）③米山記念奨学会合同セミナ
ー開催プログラム（9 月 26 日）④RYLA セミナー
案内（10 月 11 日 Zoom 開催）⑤更生保護いばら
き（特集、第 70 回社会を明るくする運動）⑥ロ
ータリー財団より寄付明細。
＜藤田和弘：第一分区ガバナー補佐セクレタリー
＞（日立北 RC）
本年度、ガバナー補佐セクレタリーを担当してい
る日立北 RC の藤田和弘です。ロータリー歴は今
年で 5 年目、入会のきっかけは大河原さんからお
誘いを受け入会しました。職業は不動産業者、茂
木ガバナー補佐の同行で第一分区内のクラブに訪
れても明るく迎え入れて頂き感謝しています。今
年日立北 RC は 35 周年を迎え、私は総務を担当し
ています。来週のガバナー公式訪問時も茂木ガバ
ナー補佐に同行させて頂きます。
＜鈴木健太様：高萩花貫郵便局長＞
この度ご注
文頂いた、9
月 18 日発売
の「日本のロ
ータリー100
周年」特殊切
手をお届け
に来ました。
切手はロー
タリーの 6 つの重点分野の内５つを、日本に 8 人
しかいない切手デザイナー玉木明さんがデザイン
したものです。このような特殊切手は毎年日本で
40～50 種類が発売されています。

＜鈴木啓志：創立 50 周年実行委員長代行＞
看板設置場所
決定、横倉会
員のご協力に
より安良川西
交差点となり
ましたのでご
了解ください。

＜鈴木国男：創立 50 周年記念事業委員長＞
看板の図柄を回
覧します。決定
依頼について。
3 枚中 2 枚を使
用する。予定看
板設置場所決定
のお知らせ（や
すらぎドーム、
安良川西交差
点）
＜棚谷稔：国際奉仕委員長＞
「この指とま
れ事業」の協
賛について。
今年度は地区
内提唱クラブ
として手を挙
げられている
クラブは 5 ク
ラブ/４提唱
です。高萩 RC は皆様のご賛同を得て日立 RC、
下館 RC の共同提唱「ネパールの貧しい子供たち
への就学支援」
（対象地域：第 3292 地区ネパール）
に協賛したいと思います。
＜石川武信：社会奉仕委員長＞
9 月 20 日のア
ジサイロード
つた切り、お陰
様でキレイに
なりました。皆
様のご協力に
感謝いたしま
す。ありがとう
ございました。

＜大髙司郎：クラブ管理運営委員長＞
～2019－20 年度ロータリー賞受賞について～
高 萩 RC
のロータ
リー賞が
確定、会
長特別賞
はプラチ
ナを獲得
しました。
高 萩 RC
は４年連
続受賞クラブとなります。なお、第 2820 地区全
体では５２ RC が獲得（受賞率 94.5％）しました。
移動例会場
現在、高萩
RC の 例 会
はコロナ禍
の中、通常
の常陽銀行
高萩支店 3
階から、月
乃屋さんに
移動して開
催中です。

高萩ロータリークラブ運営の facebook です。「い
いね」応援よろしくお願いします。

石平光さん：９月も残す所あと一週間、台風のせ
いか涼しくなってきました。観光地はどこも大密
状態。コロナどこふく風か？
大平敏明さん：すっかり涼しくなりました。暦ど
おりですね。
小森勇一さん：第一分区ガバナー補佐茂木様、本
日はご苦労様です。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
鈴木直登さん：涼しさではなく寒くなってしまい
ました。当分陽にあえない予報です。
佐藤利雄さん：私も高齢者になり、孫から敬老の
日 に プ レ ゼ ン ト を 頂 き ま し た 。 年 齢を 感 じ る
ね？？
大髙司郎さん：茂木ガバナー補佐、藤田セクレタ
リー様、本日のご指導よろしくお願い致します。
花園文熙さん：茂木ガバナー補佐様ようこそおい
で頂きありがとうございます。よろしくお願い致
します。
沼田操さん：茂木さん藤田さんお世話に成ります。
石君平さん：茂木第一分区ガバナー補佐、ご指導
よろしくお願いします。
大河原浩さん：茂木ガバナー補佐、藤田セクレタ
リー本日はよろしくお願いします。
橋本義隆さん：菅義偉新総理誕生で、スガノミク
スに期待するとともに、早急な新型コロナ対策、
対応を進めて頂けることを期待しております。
鈴木啓志さん：創立５０周年記念事業のポリオの
看板が横倉会員のご協力によりまして、安良川に
建てる事に決定しました。ありがとうございます。
棚谷稔さん：２０日のアジサイロード、つた切り
ご苦労様でした。今日は茂木ガバナー補佐様よろ
しくお願いします。
石川武信さん：茂木ガバナー補佐、藤田セクレタ
リー本日はよろしくお願いします。
鈴木国男さん、江尻寛さん、平野浩司さん、滝徳
宗さん
本日計

【９／２３ お客様】
ガバナー補佐
茂木博男様(日立北 RC)
ガバナー補佐セクレタリー 藤田和弘様
(日立北 RC)
高萩花貫郵便局長 鈴木健太様
【ニコニコ BOX】
田所和雄さん：茂木博男ガバナー補佐、藤田和弘
セクレタリーようこそお越し下さいました。ご指
導宜しくお願い致します。

１９，０００円
累計 ２１７，５００円

【ロータリー財団】
本日計
１，０００円
累計 ３７０，１６５円
【ポリオプラス】
本日計
累計
２４，６００円

０円

【米山記念奨学会】
本日計 ２１，０００円
累計 ２５１，０００円

