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ロータリー月間     今月：ロータリー財団        来月：疾病予防と治療  

【高萩ＲＣ創立 50 周年】 １０月２５日例会より 

創立５０周年記念例会 
  

 
会長挨拶（50 周年記念例会）田所和雄  

 皆さんこんにちは。この秋晴れの良き日に、創立５

０周年記念例会が、多くの会員の皆様のご参加のもと

に開催できますことを、本当に嬉しく思います。 

 また、この１０年間に、故人となられました、大越

隆様、椎名重直様、小林朝生（ときお）様には、改め

まして、哀悼の意を表します。 

 本来は、ガバナーを始め、地区のロータリーの皆様、

市長を始め、地域の来賓の皆様をお呼びして、盛大な

記念式典を開催する計画でした。しかしながら、新型

コロナウイルスの感染が終息しない状況の中で、８月

下旬の実行委員会、９月の定例理事会におきまして、

記念事業、記念誌発行につきましては、計画通り実施

する。そして、記念式典につきましては、招待者なし

で、高萩ロータリークラブの会員のみで、「５０周年

記念例会」として開催する、ということになったわけ

でございます。  

 今日の記念例会を迎えるまでには、上田良三実行委 

員長を始めとする、「創立５０周年記念事業実行委員会」

の皆様には、ひとかたならぬ、ご尽力をいただきました。

鈴木啓志実行委員長代行には、記念事業全般について、

精力的に取り組んでいただきました。石君平総務委員長

さんを始め、各委員会の皆様 

には、それぞれの部門でご活躍をいただきました。そし

て、当初計画した記念事業を、ほぼ達成することができ

ました。実行委員会の皆様には、改めまして、感謝を申

し上げます。 

 特に、５０周年記念の、目玉事業であります、「ポリオ

根絶看板設置」につきましては、医療法人・社会福祉法

人「愛正会」理事長の横倉稔明様に、格段のご協力をい

ただきました。地域の皆様の目に付く、素晴らしい場所

を提供していただき、誠にありがとうございます。改め

て感謝を申し上げます。 

 我が、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。今月で、満５０年を迎えることになります。 

 ５０年の長きにわたって、ご自身の職業、ご生業を全

うし、奉仕活動にご尽力をいただきました先輩会員に、

深甚なる敬意を表します。本日は、創立当初よりご活躍

されました、名誉会員の大平義雄様も出席されています。

大平様、ご出席ありがとうございます。 

 本日の記念例会は、これまで、クラブ活動に、ご協力・

ご尽力をいただきました皆様に、感謝の意を表しますと

共に、皆で、５０年の節目をお祝いする例会です。また、

日頃からお世話様になっておりますご家族の皆様にも、

感謝の気持ちを込めて記念品を用意いたしました。 

 例会の後には、懇親会も用意してございます。今日は、

会員みんなで、楽しい時間を過ごしたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  １０月 ２５日 出席報告 

11月 11日 青少年奉仕について 青少年奉仕委員会 会員数 出席者 欠席者 

11月 18日 クラブ協議会 ５代奉仕委員会 ３４ ２９ ３ 

11月 25日 イニシエーションスピーチ プログラム委員会 出 席 率 ： 90.63% 

12月 2日 年次総会 会長 前々週訂正 ： 87.50% 
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鈴木啓志実行委員長代行挨拶 

おかげさまで創立５０ 

周年記念を迎えること

ができました。記念事

業については、予定ど

おりおこなうことがで

きました。 

メインのポリオ撲滅の看板の設置を、横倉先生の

ご厚意により素晴らしい場所に設置いたしました。

又、米山の本の贈呈、ガバナー公式訪問時には財

団への寄付・米山奨学金寄付をお渡しいたしまし

た。これも、前年度から実行委員会を設置し、何

度も会議をすすめてきて、皆様のおかげで達成す

ることができました。ありがとうございました。 

感謝状贈呈横倉稔明様ポリオ撲滅看板場所提供 

               高萩市安良川 

               医療法人愛正会 

               やすらぎドーム 

 

 

              茨城新聞掲載記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木国男記念事業委員長 50 周年記念事業発表 

1. ポリオ撲滅看板設置 

2. 地区の小学校・中学校

へのロータリー関係の

図書(米山梅吉ものがた 

 

 

 

り）寄贈 3.ロータリー財団寄付 4.米山奨学金寄付 

5.記念ジャケット作製 

感謝状並びに記念品贈呈 

例会会場提供 常陽銀行高萩支店佐々木聡支店長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感謝状並びに記念品贈呈 

 歴代会長・幹事（第４１代～第５０代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰状並びに記念品贈呈 

 永年功労者 上田良三（在籍３５年） 

       鈴木啓志（在籍３０年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重ねて、鈴木赫鳳先生 看板、表彰状作成 

急遽の実行委員長代行のご挨拶ご苦労様でした。 



記念誌委員会 小森勇一委員長報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念誌「50年のあゆみ」の編集  

記念誌「50年のあゆみ」

の編集は、記念事業の大

きな項目である。 

これまでの 10 年ごと

の記念誌は式典の当日、

参加者に贈呈できるよう

事前に発刊していたが、

今回は、本日の例会や記

念事業をすべて記録し、

当クラブ 50 年誌として

発刊する。本日の記念例会を掲載し、すべての原

稿が集約される。 

上記は記念誌の表紙である。さくら宇宙公園の

写真は上田良三実行委員長が療養中の 4 月撮影し、

題字は鈴木啓志委員長代行の揮毫である。 

10 年記念誌、20 年誌、40 年誌は素描の風景画

を、30年誌は花貫川の発電所の水路橋の写真を表

紙とした。50年誌は、区切りとして高萩を代表す

る風景写真を採用した。 

構成と製本を急ぎ、11月末には完成させる予定

である。（記念誌編集委員会） 

 内容面では、これまでの記念誌と同じ体裁で、4

１年目から 50年までの記録を主にしているが、半

世紀の歩みにふさわしく、半世紀の略年表、これ

までの全在籍会員氏名を掲載した。 

 なお、10 年、20 年、30 年、40 周年の式典の記

念写真も、後世に記録として残るよう再掲載した。 

 

写真 左下から右上

へ 10年記念誌、20

年記念誌、30年記念

誌、40年記念誌 

 

  

高萩市長へ、図書

を贈呈 3月 19日午

後、田所会長、鈴木

実行委員長代行、小森直前会長が、市長室を訪問、

図書「米山梅吉ものがたり」を、市立図書館、並

びに市内小中学校に寄贈を申し出て、大部勝規市

長への贈呈式を行った。 

 贈呈図書は、十王町内 3小中学校分を含め 

図書 37冊、同書まんが本 35冊合計 72冊である。 

 

【来訪者】 

名誉会員 大平 義雄 様 

 

【お客様】 

米山奨学生 周培 様 

                             

【ニコニコ BOX】 

名誉会員大平義雄さん：高萩 RC の創立 50 周年記

念をお祝いします。 

鈴木啓志さん： 創立 50 周年記念例会、おめでと

うございます。 

石君平さん：創立 50 周年おめでとうございます。

さらに飛躍を！！ 

田所和雄さん：創立 50周年を祝い、皆で楽しい時

を過ごしましょう。 

 



小谷松政紀さん：創立 50 周年をお祝い申し上げ

ます。 

佐々木聡さん：50 周年誠におめでとうございま

す。皆でコロナを吹き飛ばしましょう。 

岡田拓也さん：50周年おめでとうございます。次

の 10年まで盛り上げてまいりましょう！！ 

沼田操さん：50周年おめでとうございます。 

鈴木直登さん：50 年の歴史をしっかりと受け止

め、自らの生き様を見つめ直す機会とする。 

小森勇一さん：創立 50 周年おめでとうございま

す。今年一番の日本晴れ、大安吉日です。先輩諸

兄をしのびますと共に心から感謝です。  

大髙司郎さん：クラブ創立 50 周年記念例会を祝

して。  

花園文熙さん：50周年おめでとう御座います。  

棚谷稔さん：創立 50 周年おめでとうございます。

みんなでお祝いしましょう。  

石平光さん：創立 50 周年記念誠にお目出とうご

ざいます。長い歴史と伝統の重みを感じます。 

大河原浩さん：50周年おめでとうございます。 

橋本義隆さん：創立 50周年記念例会、おめでとう

ございます。 

大平敏明さん：50周年おめでとうございます。  

石川武信さん： 50 周年おめでとうございます。

快晴で何よりです。 

佐藤利雄さん：高萩 RC 創立 50 周年記念、誠にお

めでとうございます。 

和田昌也さん：創立 50周年、おめでとうございま

す。永山捷平さん、鈴木国男さん、江尻寛さん、

皆川武久さん、横倉稔明さん、福田文乃さん、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  ３５，０００円 

    累 計 ３３８，５００円 

 

 

【ロータリー財団】 

    本日計   ３，０００円 

累 計 ３８４，１６５円 

 

【ポリオプラス】 

    本日計   ５，０００円 

累 計  ３４，６００円 

 

【米山記念奨学会】 

    本日計   ４，０００円   

累 計 ２８９，０００円 


