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来月： 職業奉仕

12 月 9 日例会より

『 半 年 回 顧 』
田所和雄会長挨拶
皆さんこんにちは。師
走になりましたが、今年
は忘年会等の行事もな
く、季節感が薄れている
きがいたします。
先週の年次総会にお
きましては、鈴木直登次年度会長を初め１３名の
役員・理事を決定していただきありがとうござ
いました。次年度の新しい体制が整って、安心い
たしました。今年度も半年が終わろうとしていま
すが、あと半年頑張りますので皆様のご協力をお
願いいたします。
先週の例会でお配りしました創立５０周年記
念誌、５０年のあゆみをパストガバナーにもお送
りましたが、山崎清司パストガバナーから、お礼
の電話を頂きました。また、大木勲パストガバナ
ーほか、多くの皆様から礼状を頂いております。
記念誌担当の小森パスト会長、たいへんお世話様
になりました。
先週の１２月２日に、第１分区の会長・幹事会が
あり議題は、来年１月２３日（土）に開催予定の
第１分区ＩＭの件でした。ホストクラブの日立北
ＲＣ佐藤泰博会長から説明があり、予定通り式典
と講演を日立シビックセンターで、懇親会をホテ
ル・テラスザスクエアー日立で行なうとの事で
す。講演には、スカイマーク株式会社会長の佐山
展生様をお招きするとのことです。そして、密を
避けるために、各クラブの参加人数を限定して
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1.真実かどうか

行なうとのことです。ただし、準備は進めるが、新
型コロナウイルスの感染状況並びに会場の都合によ
り、開催の最終判断は、１月の上旬になるという事
です。ロータリーの友の１２月号、縦組みの２５ペ
ージに友好クラブである新庄ロータリークラブの記
事が載っています。新庄ＲＣは、本年の５月３０日
に、創立６０周年を迎えましたが、新型コロナウイ
ルスの影響により、記念式典は中止となりました。
しかし、記念事業として、新庄藩初代藩主・戸沢正
盛公の座像を建立し除幕式を行なったとのことで
す。松岡藩主であった戸沢正盛公が新庄藩に国替え
となった縁で、新庄市と高萩市は友好都市になって
います。 今日の例会は、半年回顧です。私もこの
半年間を振り返ってみます。皆さんもよろしくお願
いいたします。
幹事報告
大河原浩幹事
5 件報告致します。
１ 50 周年記念誌送付の礼
状が届いている
２地区青少年交歓会中止
の案内が届いている
３県北ローターアクトクラブより例会中止、届いて
いる。
４．市賀詞交歓会の中止のお知らせが届いている
５．青少年育成協会よりポスターが届いている。

担

当

プログラム委員会
親睦活動・家族委員会
会長・各委員長

12 月 9 日 出席報告
会員数 出席者
欠席者
３４
１6
15
出 席 率 ： 51.61 %
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 1 2 : 3 0 ～1 3 :3 0

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

委員会報告

本日のプログラム

大髙司郎クラブ奉仕総括

田所会長半年回顧

委員長：

地区及び RI 行事の出席
報告申し上げます。
。
１２月３日：次年度、ガ

ベテランでフットワークのよい小森パスト会長か
らバトンを引継ぎ、７月１日の第１例会から会長の務
めが始まりました。副会長としての準備期間はあった
のですが、やはり、会長として初めての例会は、緊張

バナー補佐・総括委員長会議（ダイヤモンドホール）

しました。初めての理事会、初めての例会がつつがな

次年度の主たる行事日程が決まり、次年度会長・幹事

く終了したときは、一安心しました。会長の方針と計

に送付しました。クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

画をつくり、例会や活動を通してそれを実行し、会員

国際奉仕、青少年奉仕、ロータリー財団、米山記

の皆さんの期待に応えるため、これまで精いっぱい努

念奨学会の 7 名で、７委員会中、社会奉仕・青少
年奉仕・米山記念の３名が女性総括委員長です。
１２月５日：RI

第１・２・３地域戦略計画推進セ

力してきたつもりです。
皆様のご協力により、新型コロナウイルスの影響に
より様々な制約がある中で、ガバナー公式訪問、５０

ミナー（オンライン参加）

周年記念事業、５０周年記念例会を、何とか無事に、

主な出席義務者はガバナー、ガバナーエレクト、ガバ

成功裏に実行することができました。感謝申し上げる

ナーノミニー、会員増強委員長等です。

次第です。

全体会議のあとに地域別セッションに別れ、第 1 地

７月第１例会は、緊張の中に新会長としての挨拶、

域では①コロナ禍での地区とクラブ運営について②

会長・幹事のバッジの引継ぎ。新年度方針の発表があ

会員増強・維持委員会（2019－20 年度は３４地区中

りました。第２例会は、各委員会の今年度の方針を発

３２地区が会員減、増員は２地区のみ）③地区＆クラ

表していただきました。第３例会は、丑の日の「鰻重」

ブ戦略計画について等の事例発表がありました。

を食べて、100％出席者表彰。表彰者は１４人もいま

１２月６日：第 2820 地区ニューイヤーミーティング
（池田正純ガバナー事務所）
池田ガバナー、新井エレクト、藤居 PDG、財団学友
会、米山学友会、2016－18 年度 GSE 派遣者の座談
会、ガバナー月信 1 月号に掲載されます。議題はロ

した。素敵な賞品が授与されました。第３例会は、鈴
木啓志実行委員長代行担当で５０周年記念事業につ
いての打ち合わせと、前年度の小森会長と今川幹事を
慰労する懇親会でした。この例会で、記念事業、記念
例会の大枠が決定し、２月以来の懇親会で久々に盃を

ータリーのイノベーション、10 年後のロータリーに

かわし、楽しい時を過ごしました。第４例会は、前年

思うこと、環境問題について等々。環境問題について

度決算・本年度予算についてでした。会計・事務局・

は、地区統一ロータリーデー開催を提案しました。

幹事が完璧なので、一部改正をし、承認を受けました。
８月第１例会は、地区の会員増強委員長、石井浩一

鈴木直登職業奉仕委員

様をお迎えして、会員増強についての出前卓話。とて

長

も良いお話しでした

出前講座について、松
中、秋中各 60 名位、高
中 100 名を超える.各校

９月の定例理事会、第１例会において、１０月２５
日の創立５０周年記念式典は中止とし、「５０周年記
念例会」として、招待者なしで、会員のみで開催する

共、密を避けるため、

ことに正式に決定しました。また、大河原幹事の尽力

ビデオ方式かオンライン授業が良いか思案中近く結

により素晴らしい「クラブ現況報告書」が完成し、９

論を出す由。高中 1/20 午前か午後？。秋中 2/913:45
分開始になりそう。講師は極力少なくしてほしい由。

月３０日のガバナー公式訪問の準備も整いました。
９月中旬には、横倉稔明会員のご協力により、記念

1 件報告漏れあり追加します。11/10 松中の出前授業

事業の「ポリオ根絶の看板」の設置場所が、
「やすら

にパネラーとして、参加した滝川医院の看護師鈴木彩

ぎドーム、安良川西交差点」に決定し。１０月２０日

様から感想文と礼状が届きました。感性の強い中学生

に看板の除幕式を挙行することができました。また、

に職業経験を話す事で、地域に貢献する事ができ、自

９月、１０月、１１月には、新入会員の皆さんにイニ

他ともに感銘を受けた由。

シエーションスピーチをしていただきました。大平敏
明会員、滝徳宗会員、佐々木聡会員、橋本義隆会員の

皆さんご苦労様でした。
９月３０日には、池田正純ガバナー、茂木博男ガバ

大河原浩幹事半年回顧
7 月の新年度スタートから田所年度も早いもので半

ナー補佐をお迎えして、ガバナー公式訪問がありまし

年が過ぎようとしています。

た。段取りとスケジュールについては、大河原幹事が

上半期をふりかえってみますと、

綿密に作成し、準備については、ベテラン会員の皆さ

当初の予定通りに行われたプログラムもありますが、

んが手際よく進めてくれました。
事業を進める時の会

新型コロナウイルスの影響より変更や中止を余儀な

員の皆さんの協力体制は我がクラブのとても良いと

くされたプログラムもあり、コロナ対応の前半戦にな

ころだと思います。例会出席者は 22 名でした。１０

ってしまった印象です。寂しい限りです。

月の例会は、会員増強フォーラム、公共イメージ向上

今年度は、ガバナー公式訪問、そして 50 周年記念事

についてのプログラムで行いました。また、公共イメ

業と、上期には 2 つの大きな行事がありました。す

ージ向上については、前年度からの継続で、今川会員

べてが順調にとはいきませんでしたが、コロナ過の中、

を中心に、たかはぎＦＭにおいて、４月から１２月ま

なんとかやり終え結果を残せたことは、よかったと思

でに８回にわたり、高萩ロータリークラブ情報館の放

っています。皆様のご協力ありがとうございました。

送をしており、ホームページにもアップしています。

このような状況ですので、
クラブ活動が制限されるの

この取り組みは、
クラブの新しいイメージ向上につな

は致し方ないことですが、

がっていると思います。この例会は、上田良三実行委

ズーム利用した新たなに取り組を取り入れ、より良く

員長を初め「創立５０周年記念事業実行委員会」の皆

クラブに変化をもたらしたことも、良かったことだと

さんのご尽力によるものです。

思います。大髙さんにご足労いただき、ズーム例会は

記念事業については、①「ポリオ根絶看板設置」

行われましたが、大変有意義なものとなりました。ズ

②小中学校への図書（米山梅吉ものがたり）の

ームを利用したコロナへの対応は、第 1 分区でも高

贈呈、③ロータリー財団、米山記念奨学会への寄

萩 RC が最初だったかと思います。

付、についても計画どおり完了しました。

今後、1 月には本格的に開始できるよう準備していく

記念誌編集委員会の小森勇一委員長を中心とした

つもりです。 その上で、改めて、ズームを利用すれ

「創立５０周年記念誌・５０年のあゆみ」が、１１月

ば何がどう変わるのか、皆様にお伝えしておきたいと

２７日に完成し、会員の皆さん、関係各位への配布を

思います。例えば、普段、例会場に来れない会員がオ

完了いたしました。５０周年記念事業並びに５０周年

ンラインで参加できるようになります。

記念例会が成功裏に実行出来ましたことは、高萩ロー

極論、例会場に会員が集まらないでも例会を開催する

タリークラブの大きな礎になるものと思います。今年

事も可能です。

度の対外的な奉仕事業は、
コロナウイルスの感染拡大

また、遠方のお客様、例えば海外からでも、例会メイ

により、少年柔道大会、萩っ子英語プレゼンテーショ

クアップが可能になります。さらには、録画機能を利

ン大会が、開催中止となりましたが、鈴木直登職業奉

用すれば、記録として例会を残すことができます。ま

仕委員長を中心に取り組んでいます中学校対象の「出

た、オンタイムで例会に参加できなくとも、会員は好

前講座事業」は、感染症対策をした上で、第１回目を

きな時間に例会動画を見ることができるようになり

松岡中学校で実施することができました。大変な時期

ます。通常、例会を見直すことは、そんなにはないか

ですが、格段の配慮をしながらも、実施できる奉仕活

と思いますが、会報担当者はテープで録音する必要が

動は、進めていきたいと考えています。

なくなるでしょう。 さらには、やり方は少し複雑に

１２月２日の年次総会におきまして、
鈴木直登次年

なりますが、Google ドキュメントの「音声入力」機

度会長を初めといたします次年度のクラブ役員・理

能を利用することで、
音声を日本語に文字変換するこ

事の皆さんが選出されました。これからは、今年度の

とができます。今までテープを聞きながら行っていた、

事業と次年度の準備が並行して進んでいきます。今年

外部卓話者の文字起こしが、全て自動で出来てしまう。

度の事業へのご協力と次年度への支援、双方ともよろ

このコロナ過、世の中はそんな進歩を遂げています。

しくお願いいたしまして、
私の半年回顧といたします。

そして我がクラブも、より進歩することになると思い
ます。 その上で、オンタイムで参加できなくとも、
録画動画を見ることとで出席扱いにすれば、出席率の
向上にもつながりますが…これは議論の余地がある

としても、このズームによるハイブリット例会の取り

メークアップ】

組みは、コロナが収束したのちも、続けていきたいと

１２／２ 第 2 回第一分区会長幹事会 田所和雄

私は思います。何より、仕事上や時間的に、例会参加

１２／３

次年度ガバナー補佐・総括委員長会議
大髙司郎

が難しい会員に向けて、例会参加の場を提供できるよ
うになりますし、今後、入ってくるであろう新入会員

１２／５ RI 第 1・2・3 地域戦略計画推進セミナー
大髙司郎

に向けても、
入会を決める選択肢が増えることに繋が
ると思います。

最後に、上半期、青少年奉仕と親

睦活動は、ほぼ中止となっております、また今年度の
目標である会員増強 2 名もこれからとなっておりま
す。

オンラインによる英語プレゼンの場の提供、

１２／６ 地区 New Year Meeting

大髙司郎

【ニコニコ BOX】
小森勇一さん：本当に寒くなりました。君田初雪だっ

ズームによる親睦会、今だから出来ることを、各委員

たそうですね。

長と相談していきたいと思いますし、
会員増強はロー

石君平さん：半年回顧の例会です。田所会長・大河原

タリー賞の受賞にも関わりますので、後半戦、これら

幹事、後半の活動よろしくお願いします。

を達成することを念頭にクラブ幹事として取り組ん

田所和雄さん：今日のプログラムは、半年回顧です。

でいきたいと思います。今後ともご協力よろしくお願

半年間お世話様になりました。

いいたします。

鈴木直登さん：昨日パストガバナー中村さんが我が
福田文乃親睦活動・家族

家に。びっくり。
「桜を見に来たんだ。
」
「よく管理し

委員会委員長 半年回顧

ている。
」と、頭が下がる。

納涼会は今まで 40 名近い

花園文熙さん：水戸は初雪とか、寒くなりました。コ

参加者がいましたがコロ

ロナはいつ終るのか。

ナ感染の影響で中止にな

石平光さん：旭川はお気の毒です。看護師は泣きの涙

ったことは残念です。観月会も忘年会もすべて中止

で命がけで仕事をしているのに、一方 Goto で遊びに

色々問題がありましたが、
楽しい忘年会をしたかった

来ている人達がいる。これが現実か？

のですが今回各家庭全員に最上級のチクラメンをお

大髙司郎さん：気忙しくなってきました。
師走ですね。

届けする事にしました。

大河原浩さん：寒くなってまいりました。
皆様お体に

江尻寛米山記念奨学会委員長

お気をつけ下さい。
米山奨学生の周培君

鈴木国男さん、江尻寛さん、棚谷稔さん、福田文乃さ

は好青年であります。

ん、平野浩司さん、和田昌也さん、滝徳宗さん

このところ新型コロ

本日計
１６，０００円
累 計 ４２９，０００円

ナ感染の影響で懇親
会等のイベントが中
止となり寂しい限り
です。と云っていまし

【ロータリー財団】
本日計
５，０００円
累 計 ３９２，１６５円

た。寄付の件ですが、半期で全納者 13 名 38％、未納
者 17 名、別途、寄付金を考慮しても全体的には約
50％位です。一層のご協力をお願い致します。

大高司郎地区総括委員長より連絡要望
来週の例会は出前卓話です。テーマはクラブ戦略計画
についてです。大切な内容です。講師は古河東ＲＣ所
属、クラブサポート委員長の柿沼利明様です。公私
多忙の中、卓話を依頼しておりますので皆様休まずに
出席をお願い致します。

【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 ３０３，７１０円

