
【 創立 50 周年 】 
 
 
 
 

 
ロータリー月間    今月：地域社会の経済発展    来月：ロータリー財団 

【高萩ＲＣ創立 50 周年】 １２月１６日例会より 

『卓話・クラブ戦略・出前卓話』   
本日のプログラム 

出前卓話・クラブ戦略計画について 

《地区クラブ奉仕委員会クラブサポート委員会 

柿沼利明様》 

卓話者紹介：大髙司郎 

柿沼利明さんの所属は古河東 RC です。 

古河東 RC さんは 5 年連続 RI 会長賞獲得、

女性会員が多いこと（18名）、当地区初の衛星

クラブ設立等々、地区を代表するクラブで、山

崎清司パストガバナーも所属しています。 

本日の講師である柿沼さんは２011-2012 年

度のクラブ会長を務め、地区経験も豊富で今

年度はクラブ奉仕委員会のクラブサポート委

員長としてご活躍されています。職業分類は

税理士、12 月から 5 月は繁忙期の中、本日は

卓話にお越しいただきました（感謝） 

 

本日は遠方よりお越し頂いて、また税理士とい

う職業柄一番忙しい時期に出前講座をして頂

きました。 

柿沼さんは高萩 RC のホームページを事前に十分

に研究し、準備をしてクラブにお越し下さりました。

高萩 RC の戦略を読んで高く評価して頂き、クラブ

皆で話し合い、作り上げる重要性を強調されまし

た。以下のことをパワーポイントを使ってお話しして

いただきました。 

 

当クラブの戦略計

画は今年度が最終

年度なので、今年

度中に委員会を立

ち上げて次年度か

らの戦略計画を作

ることを要請され

た。 

大変クラブにとって

効果的な卓話でし

た。柿沼さんは当

クラブの 50 周年

の記念事業である

ポリオ根絶の啓発

の看板を現地で

見て帰られた。 
 

 

 
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  １２月１６日 出席報告 

１２月２３日 上半期最終例会 親睦活動・家族委員会 会員数 出席者 欠席者 

１２月３０日 年末休会  ３４ １４ １６ 

１月 ６日 年頭所感・委員会上記事業報告 会長・各委員長 出 席 率 ： 46.67% 

１月１３日 通常例会  前々週訂正 ： 87.10% 
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四つのテスト 
言行はこれに 
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《田所会長挨拶》 

皆さんこんにちは。師

走も中旬になり、本格

的な寒波がやってき

ました。裏日本では大

雪になっており、高萩

でも氷が張る寒さに

なりました。風邪など

ひかぬように、暖かく

して、体調管理に気をつけましょう。 

本日の講師の、柿沼利明様におかれましては、

年末でご多忙にもかかわらず、寒い中、遠方よ

り、この高萩にお越しいただき誠にありがとうご

ざいます。本日は、クラブ戦略計画についての卓

話をいただきます。 柿沼様は、古河東ロータリ

ークラブの中で、また、2820 地区のクラブサポ

ート委員長として、戦略計画の策定とサポートに

取り組んでおられます。本日の卓話をよろしくお

願いいたします。 

 先ほど、ご冥福をお祈りして、皆さんで黙とうを

捧げましたが、当クラブの理事、社会奉仕委員

長の石川武信様が、去る１２月１２日に逝去（せい

きょ）されました。１０月末から、日立総合病院に

入院、加療中でございましたが、治療の甲斐なく、

急逝（きゅうせい）されました。あまりにも突然の

ことであり、呆然（ぼうぜん）としておりますが、

衷心より哀悼の意を表します。葬儀並びに告別

式の日程は、月曜日にメール、ファックスにてお

知らせしましたとおり、１８日（金）、通夜式、１９日

（土）告別式となっております。 

 石川武信様は、１９９２年に、入会され、これま

で２８年以上にわたり、クラブでご活躍をいただ

きました。 

１９９９－２０００年度には幹事、２００２－２００３年

度には会長を務められ、クラブの充実、発展にご

尽力をいただきました。そして、理事として、職業

奉仕、社会奉仕、米山記念奨学会等の委員長や

会場監督を数多く努められ、社会のため、クラブ

のため、奉仕活動に取り組んでこられました。ま

た、ロータリークラブをこよなく愛し、  ２８年間

連続して１００％出席を続けてこらました。創立５

０周年記念誌には、各年度のガバナー公式訪問

の記念写真が掲載されていますが、全ての写真

に石川さんの背筋の伸びた凛（りん）としたお姿

が写っています。 

本年度は、理事として、社会奉仕委員長として、

「あじさいロード」の管理と復興に力を注いでい

らっしゃいました。責任感が強く、温かなお人柄

は、私たち後輩がお慕いするところであり、クラ

ブ会員の模範でもありました。また、この１０月ま

では、公私両面とも、元気に活動されておりまし

た。これからまだまだ、ご活躍をいただきたいと

思っていたところでございます。 

その石川様が急逝（きゅうせい）されましたこと

は、痛恨の極みでございます。ここに改めまして、

石川武信様のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

《幹事報告》 

１、 クラブ創立記念特別寄付表彰盾が届く 

２、 IM の案内届く 

３、 コーディネーターニュースが届く 

４、 米山記念奨学会より、奨学金の支給方法に

ついて、案内が届く 

５、 ハイライト米山が届く 

６、 バギオ基金より、事業報告がとどく。 

７、 いわき勿来ロータリーより、週報が届く 

８、 高萩 FM より、スポンサー会員特別 CM 企

画の案内が届く 

９、 長久保赤水関連の、資料がとどく 

１０、パストガバナーの萩原様より、創立 50 週年

記念誌送付に対する、感謝状がとどく 

 

《各委員会報告》 

・創立 50 周年記念行事委員会より決算報告が

ありました。詳細は別紙参照。 

 



・クラブ創立記念特別寄付盾が届きました。 

 
 

《お客様》 

第 2820 地区クラブ奉仕委員会 

クラブサポート委員長 柿沼 利明 様（古河東

RC） 

                  

【ニコニコ BOX】 

福田文乃さん：柿沼様、今日は遠い所ありがとう

ございます。よろしくお願いします。 

田所和雄さん：地区クラブサポート委員長柿沼

利明様、ようこそいらっしゃいました。本日はご

指導宜しくお願い致します。 

大河原浩さん：柿沼様、本日はよろしくお願いし

ます。石川さんありがとうございました。ご冥福

をお祈りいたします。 

小森勇一さん： 柿沼様、ようこそいらっしゃいま

した。県西から県北へ、ご遠方ごくろうさまです。

よろしくお願いいたします。 

鈴木直登さん：柿沼さん遠路ようこそ高萩へ。あ

りがとうございます。マイナスイオンならぬマイナ

ス気温に震える毎日です。  

花園文熙さん：柿沼様よろしく御指導の程お願

い致します。  

石平光さん：石川会員のご逝去を悼み心からお

悔やみ申し上げます。本日の卓話柿沼様よろし

くお願い致します。  

大髙司郎さん：クラブサポート委員長の柿沼利

明様、遠路ありがとうございます。本日の卓話楽

しみです。ご指導のほどよろしくお願いいたしま

す。  

橋本義隆さん：厳しい寒さですね。コロナ禍の中、

気合を入れて、今年を乗り切りましょう。

Fight！石君平さん：柿沼様、よろしくご指導願

います。鈴木国男さん、江尻寛さん、今川隆さん、

滝徳宗さん 

     

 

本日計  １５，０００円 

 累計 ４４４，０００円 

 

 

【ロータリー財団】 

    本日計  １０，９８４円 

累計 ４０３，１４９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 ３０３，７１０円 

 

 

 

 

 


