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

【高萩ＲＣ創立 50 周年】 11 月 18 日例会より 

『 クラブ協議会―5 大奉仕中間報告 』   
会長挨拶  田所和雄会長 

皆さん こんにちは、 

秋も深まり紅葉の季節

になってまいりまし

た。もみじの様子はど

うだろうかと、花貫渓

谷、小山ダムに行って

まいりました。今年は紅葉祭りが中止されました

ので駐車場が無料開放されています。皆様も一度

はご覧いただきたいと思います。 

 私事ですが、運転免許証の更新に行ってまいり

ました。その講習で、交通事故は、わき見運転と

漫然運転が主な原因であると、指摘されました。 

 思い当たることが多々ありますが、皆様も十分

気を付けていただきたいと存じます。 

 本日のプログラムは、クラブ協議会です。5大

奉仕委員会の中間報告と今後の見通しについて 

よろしくお願いいたします。 

 

 幹事報告  大河原浩 幹事  

１ 第 2回第 1分区会長幹事会の案内です。 
12 月 2 日（水）１８：３０～  
ホテルテラスザガーデン 

２ 国際 RI ロータリー財団ゼネラルマネージャー 
エリック・シュメリング氏より、高萩ロータリー
クラブ創立 50 周年記念の寄付に対するお礼が届
いています。 

 

３ ロータリー米山記念奨学会より、高萩ロータリー
クラブ創立 50 周年記念事業の寄付に対するお礼が
届いています。 

４ ロータリー米山記念奨学会より、特別寄付明細が
届いています。 

５ ハイライト米山が届いています。 
６ 米山功労者第 4 回マルチプル認証状が石川会員届
けられています。 

７ ロータリー財団 寄付明細が届いています。 
８ いわき勿来ロータリーより、週報が届いています。 
９ 米山記念奨学生選考面接官募集の案内が来ていま
す。 

 

  本日のプログラム クラブ協議会 

報告 クラブ管理運営委員会 大髙司郎委員長 

上半期目標の進捗状

況（活動総括）と下半

期（後半）の計画を発

表します。 
当委員会は「プログ

ラム・雑誌」「出席・ニ

コニコ BOX」「親睦活

動・家族」「公共イメージ」の４委員会で構成されて

います。今年度は、上期の例会プログラムの特徴で

すが、前半はクラブ 50 周年記念事業例会が多く、8
月 5 日は会員増強出前卓話、11 月 4 日の財団出前卓 
 

 
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  11 月 18 日 出席報告 

11月 25日 イニシエーション・スピーチ プログラム委員会 会員数 出席者 欠席者 

12月 2日 年次総会 会長・幹事 ３４ １ 8 ７ 

12月 9日 半年回顧 会長・幹事 出 席 率 ： 51.61 % 

12月 16日 クラブ戦略計画について クラブ管理運営委員会 前々週訂正 ： 100 %  
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は、コロナ感染症の予防で中止となりました。 
12 月 16 日はクラブ戦略計画についての卓話、

外部講師を多く取り入れ学びの卓話としました。 
例会の出席率については、コロナ禍での休会も

あり例年以上の成果はなかったが、オンライン

（Zoom）を利用したハイブリット例会開催の準備

をしました。11 月には初のオンライン理事会

（Zoom）を開催、当日欠席した理事の皆様にはビ

デオを送付しメンバー全員の理解を深めました。  
下期は 2 月までにハイブリット例会を導入した

いと思います。親睦活動・家族委員会の大事なプ

ログラムであります忘年例会については、コロナ

感染症対策として中止としました。 
公共イメージ向上に繋がるホームページと

SNS（Facebook）は計画通り運営、フェースブッ

クは今後管理者 3 名で運営します。今年度は「た

かはぎ FM・高萩 RC 情報館」を 5 回放送、積極

的な地域広報となりました。 
下期は中止とした「英語プレゼンテーション」

とたかはぎ FM の連携等の企画をして頂きたく、

今後担当委員会に提案させて頂きます。 
クラブ創立 50 周年記念事業としては「ポリオ

根絶大型看板設置」が実現、更なる奉仕活動を広

く市民に広報することになります。 
最後に My ROTARY アカウント登録は目標

80％以上に対し 88.2％（30 名／34 名）と達成し

ました。今後もロータリーに関する最新の情報収

集などに活用できるよう推進いたします。 
 

職業奉仕委員会 鈴木直登委員長 

今改めて活動状況

を顧みますと、クラブ

では、委員会の開催が

難しい団体と認識し

ています。 
皆さんは日中仕事

をしています。仕事の時間を割いて例会に駆けつ

けてきています。そんな中から時間を別にして会

議を開催することが可能でしょうか。 
今の時代会って話をするのでは無く、インター

ネット等の活用が更に有効かと思わされました。 
立ち上がり・スタートが大事と実感しています。

ニュースの出し方が肝要であることも再認識出来

ました。 
先日１１月１０日に松岡中学校２学年の「出前

講座事業」無事終了いたしました。子どもたちも

大変活発に活動できましたと学校から報告があり、

会報に載せていただきましたように、写真も届け

てもらいました。社員等を派遣していただきまし

た企業の皆様ありがとうございました。 
明年１年生の授業が３校予定されております。

青少年奉仕委員会委員の皆様宜しくお願いいたし

ます。１月に職場訪問例会がプログラムに記載さ

れておりますが、現下の状況を考えますと難しい

のではと思います。 
クラブの公共イメージ向上の観点から出前講座

は素晴らしい事業ですので外に向かって PR 出来

ないものでしょうか？ 高萩 FM のミポリンさん

ともお話したのですが、活動の幅を広げることは

できるのではないかと考えております。 
 
社会奉仕委員会 石君平委員 

 
石川武信委員長が欠席ですので、代わって報告

申し上げます。毎年新年度のスタートは海岸清掃

の一斉作業で始まりますが、今年度はコロナ予防

対策で中止となり、なんとなくもやもやとしたス

タートとなりました。 
第 2 番目にアジサイ植栽の管理をあげておりま

す。例年、ガバナーの公式訪問に、現場に視察を

していただき、それに合わせて、棚谷会員を中心

とする地元の方に草刈りをお願いしております。 
9 月 14 日に草刈りをお願いし、その阿多 20 日

の日曜日に、花柄や、絡まっている蔦きりの奉仕

活動を会員の皆さんにお願いいたしました。なお

草をそのまま置いておくことはできませんので、

今回始めて、山喜園の収集車で搬送してもらいま

した。経費は 1 万円でした。 
とは言いましても全長 1.2km の植栽の 1/4 か 

1/3 程度で、残っている部分がありますので、そ

れを処理する計画も立てています。 
 管理が大変ですが、アジサイを切ってしまって、

もとの土手に戻すのも、市民感情もあり難しいと

みられています。いずれにせよこのまま管理して

いくことになると思います。会員の高齢化が進ん



だ場合、金銭負担をして外部委託を考えざるを得

ないと選択肢が想定されます。 
 次に君田の営林署跡地に植えた桜の苗木ですが、

鈴木直登さんと地元の桜賞会の皆さんのボランテ

ィアにお願いしているところですが、これについ

てもクラブの中の正式な活動として考え位置づけ

をしなければならないと考えております。  
 

青少年奉仕委員会  菱川健司委員長 

 
 先週、報告いたしま

した通りなのですが、

ロータリー杯柔道大会、

萩っ子英語プレゼンテ

ーション大会と中止に

いたしまして、今年度前半の活動は、結果を出せ

ないでおります。 
 この事態にどう対処したらよいのか、いろいろ

な工夫が求められておりますし、考えたいと思い

ます。先ほど出ました高萩 FM 放送に発表を載せ

るといったアイデアも素晴らしいと思います。何

らかの方法で考えてみたいと思います。 
 次に、職業奉仕委員長からありました出前授業

を進めてまいりたいと思います。 
 さらに、これからの課題ですが、ローターアク

トクラブとのかかわりを、重視してまいりたいと

考えております。現在、今川隆副委員長が、月 2
回、日立シビックセンターで開催されている茨城

県北ローターアクトクラブの例会に参加するよう

にして支援しています。どのような支援をできる

のか、またすべきなのか考えてまいりたいと思い

ます。 
 

国際奉仕委員会 棚谷稔 委員長 

皆さんこんにちは。先だって、ガバナー公式訪

問の際に、ある程度お話いたしましたが、前半期

には、当地区の“この指とまれ”運動に従い、日

立ロータリークラブの国際支援活動に協賛し、3
万円を拠出いたしました。 

これからの活動といたしましては、青少年奉仕

委員会の英語プレゼンテーション大会のような国

際性のある活動に協力してまいりたいと思います。 
所で、私が気にかけていることは、当クラブの国 
際奉仕の在り方をどうするかということですが、 
ご存知のように高萩ロータリークラブは、カンボ 

ジィア国のストリー

ト・チルドレンの教

育支援を実施し、チ

ャリティコンサート

やトウモロコシの栽

培等を行い、寄付金

を集めて援助してまいりました。カンボジィアへ

の出かけて、子どもたちにも会って交流し、やり

がいのある奉仕活動であったと思います。 

 これからの活動としては、クラブが単独で奉仕

活動、支援ができるかどうか、クラブ協議会です

ので、皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

 単独で、クラブが主体的に奉仕活動を実施する

場合、相互理解、あるいは現地調査が大切といわ

れています。また、始まって 1 年で終了してしま

うのもどうかと思われます。 

 私の考えでは、“この指とまれ”に賛同して協力

するのが 1 つの方法なのかなと思います。もう 1

つは、今、留学生の皆さんが、コロナのために、

困っております。それらの方に援助の手を差し伸

べるのも奉仕の具体化かなのではと考えておりま

す。協議しながら進めてまいりたいと思います。 

 

創立 50 周年記念事業 

   記念誌「50 年のあゆみ」 11 月中に発刊 

       小森勇一 記念誌編集委員長 

 18日の例会で、記念誌の最終校正を実施、会員

の皆さんに目を通して確認していただきましたが 

19日印刷所に入稿しました。 

 11月 20に印刷し、3日間の連休後、製本作業が

行われ、27日（金）には納本される予定。 

 

                  
【ニコニコ BOX】 

鈴木啓志さん：今日は女房がインフルエンザの予

防接種をしていただきます。有りがたいこ

とです。  

石君平さん：コロナ感染第 3 波、なかなか先が見

えません。予防ワクチンが待ち遠しいです。  

田所和雄さん：本日のクラブ協議会は、５大奉仕

委員会の中間報告です。各委員長の皆様、

よろしくお願い致します。  

鈴木直登さん：出前講座に社員を派遣して下さっ

た会員の皆様 ありがとうございました。 

 



小森勇一さん：コロナ感染症、冬にむかって大変

です。くれぐれもご自愛ください。  

石平光さん：コロナショックで 2 週間休みました。 

県内は最多の感染者発生です。細心の 

注意で行きましょう。  

花園文熙さん：スーパーコンピュータ理研と富士

通の富岳が 4 部門でも世界一となり、米

国、中国を抜いたとの事、気持ちがいい。  

棚谷稔さん：県内でコロナウィルス感染者が増え

ています。個人個人が充分気を付けて行

動しましょう。  

大河原浩さん  
鈴木国男さん、江尻寛さん、大髙司郎さん、 
福田文乃さん、菱川健司さん、平野浩司さん、滝

徳宗さん 
    ：各委員長の皆様、本日はよろしくお願

いします。  
 

 
本日計  １７，５００円 

    累 計 ３７６，０００円 
 
 
【ロータリー財団】 
    本日計   ２，０００円 

累 計 ３８６，１６５円 
 

【ポリオプラス】 
    本日計       ０円 

累 計  ３５，６００円 
 
【米山記念奨学会】 
    本日計       ０円   

累 計 ２９０，０００円 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


