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来月：水と衛生

２月３日例会より

オンライン例会（Zoom）『公共イメージ向上について』
今日の例会では、会員お一人お一人から「高萩 RC
の公共イメージ向上についての考え方とそのための
具体的計画・施策」についてご意見を伺います。

＜オンライン例会は大髙司郎 SAA により進行＞

例会プログラム「公共イメージ向上について
公共イメージ向上については、昨年１０月１４
日の例会で、①広報から公共イメージ向上に変わ
ったいきさつ②高萩 RC で実施していること③高
萩 RC の認知度 UP を計数的にどうとらえるか(個
人的見解)について話をし、情報発信がどうして
も必要であることの理解を得た。
創立５０周年を迎えた高萩 RC のこの分野での
活動は、かなりの水準にあると自負している。
月 日
2 月 10 日
2 月 17 日
2 月 24 日
3月 3日

プ ロ グ ラ ム
クラブ戦略計画(Zoom 例会)
国際奉仕（Ｚｏｏｍ例会）
ロータリー情報(Zoom 例会)
米山奨学生卓話
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国際奉仕委員会
ロータリー情報委員会
米山記念奨学会

https://www.takahagirc.jp

■E-Mail ：takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp

1.真実かどうか
言行はこれに
四つのテスト
照らしてから
にの、苦労している日本に

当

クラブ戦略計画委員会

事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65
常陽銀行高萩支店内 TEL/FAX ： 0293-24-0505

■URL

＜会員からの意見・提案＞――(一部抜粋)
＊高萩 FM の活動を広げる――ケースによっては資
金提供も検討する
＊図書の贈呈
＊多くの市民が参加する奉仕活動を行い、高萩 FM
で放送する
＊高萩 FM では詳細な情報を求められてないので、
広く浅く発信する方が良い
＊地域に密着する奉仕活動を広げ、市民から地域に
奉仕するクラブと認められれば、公共イメージは向
上する
＊チャリテイ事業により公共イメージは UP する
＊家族にも知られてない活動もあるから、自分の身
近な人と一緒に活動できる計画が望ましい
＊月信２月号ニューイヤーミーティングで、大髙地
区クラブ総括委員長が環境問題を取り上げ、第１分
区で海岸清掃を提案している。これを受け、地区全
体の活動を検討する方向
＊秋山中、松岡中で実施した「出前講座」のビデオ
を青少年奉仕委員会で作成中
＊近所の高萩ホウヅキ農家が、１５分のビデオを作
成した。このビデオを地域に橋渡しできるような活
動はできないか
＊コロナ禍で活動が制約されるこの時期に、四つの
テスト等について勉強するのも良いのではないか
(2 ページに続く)
２月３日 出席報告
会員数 出席者
欠席者
３３
１５
１５．
出 席 率 ：100%
前々週訂正 ： 90,32%

会
幹

長 ： 田所 和雄
事 ： 大河原 浩

例

会 ： 毎週水曜日 12 : 30 ～13:30

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

来ている学生たちを支援す

＊企業のイメージ UP については、企業理念を実

RC のクラブの戦略計画や高萩 RC のあるべき姿

現すること。社員が楽しく、うれしくなるように

を追求するテーマの中で、全員で検討すべき課題

考えること。

であることを確認――今日の反省点です。

＊RC でも地域社会へ提言や問題解決に協力して
はどうか

＜本日例会の SAA を務めた大髙司郎会員から＞

＊高萩駅前の七夕ページェントなどできることか

一人一人のロータリアンが地域と繋がっています。

ら取り組み、目標を掲げて実行すると従業員のモ

地域にロータリアンが見えるような活動をし、ロ

チベーションも高まる

ータリアンの顔が見えるクラブになりたい。

＊高萩 FM に３月放送分、今川さん、菱川さん、
大平さんで収録。
（通算９回目）

＜会長挨拶＞

＊職業奉仕を伝えるということで始まったが、い
ろいろ市民からの声も聴ける
（以上意見の一部を抜粋）

みなさんこんにちは。お久しぶりです。
寒い日が続いていますが、元気に活動されている
ことと存じます。
既に、皆さんに、１月２７日のクラブの理事会
＜田所会長コメント＞

報告を通知しました通り、２月の例会プログラム

皆さんの意見を聞き考えた点、三つ。

については、すべてオンラインにて開催すること

＊ロータリアンが市民とどう触れ合うか

といたしました。ZOOM 例会となります。多くの

＊目に見えるもの、一目でわかるものを計画設置

会員のみなさんに入室いただき、活発な意見交換

すること

ができることを期待しております。本日は、初め

＊ロータリーを詳しく知りたい人には HP を見て

てのオンライン例会ですが、どうぞよろしくお願

もらうよう、You Tube 等考えても良いのではな

い致します。

いか

１月につきましては、新型コロナウイルス感染
症が急拡大したため、６日の第１例会だけしか開

＜公共イメージ向上委員長から一言＞
高萩 RC では、公共イメージ向上はどちらかと
いうと広報の分野から、情報発信をどうするかと
いう切り口で考えてきた。公共イメージ向上は担
当委員会の仕事ですよという感じでした。

催することができませんでした。健康を守るため
のコロナウイルス感染対策のため、やむを得なか
ったと思います。
イタリアに在住のの國井美香さんから、メール
にてお手紙をいただきました。イタリアでは、１

しかし、皆さんの意見を聞いて、これはクラブ

２月からお正月まで、ロックダウンの政策が選択

の存立基盤にかかわる分野であり、クラブ奉仕委

されたとのことです。また、１月になってからの

員会やプロジェクト奉仕委員会（職業奉仕、社会

高萩市の感染状況についても、心配していらっし

奉仕、青少年奉仕、国際奉仕）と総合で考える問

ゃいます。（後に國井さんの手紙全文掲載）

題であることを認識した。
（――これは私個人の勉

IM の中止にあたりましては、ガバナー補佐の

強不足で、皆さんからは何をいまさらと言われそ

茂木博男様を通して、IM リーダーの中村澄夫様

うです――）

からお手紙を頂いております。

今後、一委員会の中で検討するのでなく、高萩

IM リーダー中村澄夫様のロータリーを思う気

持ちが伝わってきます。
（後に全文を掲載しました

４．2021=22 年度 RI のテーマ

ので是非読んでください）

会長エレクト

シェカール・メータさん

今は我慢の時なのだと思います。ロータリアン
としての奉仕活動も焦ることなく、長い目で見て
いくことも大事だと思います。
本日の例会は、公共イメージ向上についてのク
ラブ協議会ですが、オンラインで、皆さんの忌憚
のないお話をいただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
＜幹事報告＞
第 3 回マルチプル

＊米山功労者

小森勇一様

「奉仕しよう

「おめでとうございます!!」
＊國井美香名誉会員より新年の挨拶が届く

みんなの人生を豊かにする
（Serve to Change Lives）

ために」

５．My Rotary 登録状況（2021.1.12 現在）
高萩 RC

９０．９％（地区で第 3 位）

＊いわき勿来 RC より、3 クラブゴルフコンペ中

第 1 分区

７３．２％

止の連絡

第 2820 地区

５２．４％

＊2 月のロータリーレート

1 ドル＝104 円

＊RI 会長より、台北でのロータリー国際大会バー
チャルで開催の連絡

＜本日のお客様＞――オンライン例会参加

＊ロータリー財団ニュース 11 月、12 月号が届く
＊財団室ニュース 2 月号が届く
＊中村年度の年次報告が届く
＊ハイライト米山が届く
＊ロータリーの友委員会より、新型コロナ感染症
対応に関するお知らせが届く
＊水戸、水戸東、水戸南、水戸西、いわき勿来 RC
から週報が届く
＜出席・ニコニコ BOX 委員会

花園副委員長＞

Zoom 例会では、ニコニコ BOX コメント・拠出金

周

培

様

（今月の米山記念奨学会からの奨学金は口座振込）

について、目標未達となるので、奉仕事業の源資
が不足しかねない。何か良い方法を考えないとい
けない。
(注)オンライン例会は出席率１００％
でカウントする
＜ロータリー情報について―――
大髙司郎地区クラブ奉仕総括委員長＞
１．2021 台北ロータリー国際大会は中止（バーチ
ャルでの開催）
２．RI 第 2820 地区ガバナーノミニー・デジグネ
ート推薦（月信 2 月号）
水戸 RC 大久保

博之さん

３．石川武信会員の訃報が月信 2 月号に掲載
「ご冥福をお祈りします」

【メークアップ】
１/１６ 地区奉仕プロジェクト研修セミナー
(Zoom での研修会)
鈴木直登、 石 君平

【結婚月の方】

✿Congratulation✿

２/１４

小谷松政紀さん・栄子さん

/２１

田所和雄さん・千恵子さん

/２５

上田良三さん・敦子さん

/２８

小泉文男さん・恵子さん

【誕生月の方】
２/１
/２２

☆Happy Birthday☆

小谷松政紀さん
福田文乃さん

Ⅰ．（IM の中止について）
第 1 分区ガバナー補佐

動が、人びとのため、子供達のため、そして世界
茂木

博男

様

の人々のために尚一層のご尽力による実績の構築
にご期待申上げ、この度の道が意義高い機会であ

１． 既にお知らせのとおり、令和３年１月２３日

りますことを心よりお祈り申し上げます。

に予定しておりました第１分区 IM は中止と
なり、更に私が所属する主催クラブ日立北
RC は１月・２月の例会は全部休会となりま

Ⅲ．（イタリア在住高萩 RC 名誉会員：

した。

國井美香さんからの新年のご挨拶）

２． IM の中止につきましてはガバナー事務所、
IM リーダー中村澄夫様、懇親会でのご挨拶

高萩ロータリークラブ会長

予定者藤居彰一様から、中止を支持する旨の

田所

和雄

様

温かいご意見をいただいております。
３． 特に中村澄夫様からは別紙のお手紙もいただ
いております。

新年明けましておめでとうございます。
田所会長様ならびに会員の皆様のご健康、ご多幸
を心よりお祈りいたします。
その後いかがお過ごしでしょうか。

Ⅱ．（第１分区 IM リーダーパストガバナー
中村澄夫様からのお手紙）

こちらは、２０２１年がパンデミック終息に向か
う年であることを願いながら新年を迎えました。
１２月末にはワクチン接種が医療機関関係者から

「過ぎ去る IM を思って」

始まりましたが、感染が拡大する一方で、不安は
募ります。

ロータリアンの皆様、新年を迎えて諸事にご多
用の日々と存じます。

感染対策と経済活動の両立は大変難しいことで
はありますが、イタリアでは「国民の健康があっ

そうした中、昨年より世界中に襲い来た”新型コ

て成り立つ経済」という考え方で、１２月とクリ

ロナウイルス”の猛威により、人びとの暮らしは大

スマスからお正月までの休日でロックダウンの政

変厳しく辛い生活が続きます時でもあります。

策が選択されました。

奉仕を基本としたロータリーにおいても、予定

さて、ここ数日高萩市の感染状況に大変心配し

した行事や会議なども開催することが困難となり、

ております。

事の進行が円滑に展開することは難しい状況の今

皆様の日常生活も緊張感と数々の制約のなかで、

日です。

精神的にストレスを感じていらっしゃるかと思い

当分区にても１月２３日(土)に開催する予定で
ありました第１分区 IM も、コロナの感染防止の

ますが、どうぞお体に気をつけてお元気にお過ご
しくださいますようにと祈るばかりです。

ために多くの方々と協議により中止が決定されま

私のイタリア生活は、去年３月から全く変化し

した。この度の IM を通じて、ロータリー会員と

てしまいました。コンサートやホームレッスンな

しての仲間を知り、そして深め、更に実際の活動

どすべての音楽活動は中止の状態で、外出するの

を知り合って、ロータリアンとしてのこの後の取

は食料品の買い出しのみ、友人と会うことも、外

り組みを考慮する意義深い集いであったのです。

食することもできません。

中止は本当に残念なことでありました。

今年音楽活動が再スタートするかどうか、今も

しかし、選ばれました道は今日の生活の上での

なお先が見通せません。長い夜もいつかは明ける

的確な判断でありまして、選定された立派な道で

ものと、ワクチンの効果に希望を託し、勉強に専

あると思われます。人として生きる、そしてロー

念しております。

タリアンとして奉仕活動に関わる者としての歩む
道は更に大きく期待されるものと思われます。
昨今の大変厳しい状況の中を自らの職業を通じ
て歩む道、そしてロータリアンとして進む奉仕活

それでは、田所会長様、会員の皆様どうぞお体
をご自愛くださいませ。
世界の平穏を祈りながら
イタリア

國井

美香

