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ロータリー月間  今月： 母子の健康 月間   来月： 青少年奉仕 月間 

【高萩ＲＣ創立 50 周年】 ４月２１日例会より 

ハイブリッド例会『年度計画達成状況報告』   
 会長挨拶     田所和雄 会長 

 皆さんこんに

ちは。若葉の緑が

目に沁みるよう

になりました。 
 本日は、大変お

忙しいなか、前ガ

バナー補佐、鈴木一良様が、お越し下さいま

した。昨年度は、いろいろとご指導をいただ

き、誠にありがとうございました。鈴木様に

は後ほどご挨拶をいただきたいと存じます。 
 さて、先月の例会は、赤水顕彰会長の佐川

春久様から、長久保赤水関係資料の国の重要

文化財指定に伴う内外の動きについての卓

話をいただきました。その中で、赤水の地図

が初めて教科書に掲載されたとのお話があ

りました。その教科書は、帝国書院発行の「中

学校社会科地図帳」です。 
この地図帳は、茨城県では、取手市、守谷 
市、利根町の３市町以外の全ての市町村で

採択されており、県内のほとんどの中学生が

おそら今年から使用することになります。お

そらく全国でも同じような傾向だと思いま

す。長久保赤水の業績が、徐々に、全国的に、

認識されてくると思います。前回の例会は、

長久保赤水のＹｏｕｔｕｂｕ動画を鑑賞しま

した。【産学官】連携により日本地図学会と 

長久保赤水顕彰会が共同で製作した素晴らしい

出来栄えの動画だと思うのですが、Ｙｏｕｔｕｂ

ｕの視聴回数が、４か月で３３１回というのが、

ちょっと残念な気がします。 
 高萩市で製作していた赤水の生涯を描いたド

ラマが完成しました。５月２２日（土）、地区大

会の前日にドラマの上映会と出演者のトークシ

ョーがあります。是非とも参加したいと思いま

す。事前申し込みが必要ですので、皆さんも申

し込みをしてはいかがでしょうか。 
 
歓迎 鈴木一良 様 (前年度ガバナー補佐) 

昨年はお世話にな

りました。今年はコ

ロナ感染症の拡大

が止まらない現状

でどこのクラブも

悩 み が 尽 き な い

日々で困っており

ます。 
私事ですが、少し体調を崩しまして通院等で例

会を休みましたが、快復いたしまして、メーキ

ャップすることができ、大変うれしい限りです。  

会長のお話の赤水については新聞で見て喜んで

います。高萩には 3 人の英傑がおるんですね。 
 皆さんの例会を楽しく拝聴させていただきた

いと思います。   
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上 ハイブリッド例会の中枢 zoom送信の PCと会場 顔写真

は飛沫防止のアクリル板を通している 

年度計画達成状況報告 

田所和雄 会長 
本日の例会プログラムは、年度計画達成状

況報告です。本年度は、何といっても、新型

コロナウイルス感染症対策のため、あらゆる

面で、活動が制約された年でした。会長とし

ても忸怩たるものがありましたが、各委員会

の皆さんも、何かとご苦労があったことと思

います。それぞれの活動の報告をよろしくお

願いいたします。 
私から報告いたしますと、上半期はコロナ

感染症の拡大に伴い大変な状況でございまし

た。その中で、ガバナー公式訪問を実施し、

創立 50 周年記念次号を無事に実行できたの

が良かったと思います。「50 年のあゆみ」と

いう立派な記念誌もできました。一方、8 月

の納涼例会、主たる奉仕活動であります、「萩

っ子英語プレゼンテーション大会も中止せざ

るをえませんでした。 
その上、12 月には、28 年にわたり当クラ

ブのために活躍いただいた、石川武信会員が

急逝し痛恨の極みでございました。改めて哀

悼の意を表したいと存じます。 
下半期に入りまして、1 月は 6 日に第 1 回

の例会をいたしましたが、7 日からは緊急事

態宣言が発令されまして、北茨城ＲＣとの合

同例会、ＩＭ、そして例会も中止にいたしま

した。 
2月からはＺＯＯＭ によるオンライン例会

を始めたところです。3 月からは、会場への

出席、オンラインと両方の、いわゆるハイブ

リッド例会を始めました。 
目標達成には、環境問題への取り組みも予

定しておりましたが、未達成となりました。

会員拡大も未だ道半ばでございます。 

 親睦活動も十分に達成できず残念な次第です。

まだ 2 か月ありますので頑張ってまいりたいと思

います。 
 最後に、今年度のロータリー賞の目標達成につ

いて報告いたします。実は達成目標が 25 項目あ

ります。以下各目標目標について説明してみます。  
 会員増強については、現在会員 33、達成目標 36
で、3 名増強を申告いたしておりますが、あと 2
か月の課題であります。ロータリー財団の年次

寄付は 3400 ドルと目標申告ですが、これは現在

4241 ドルとなっており、すでに達成いたしまし

た。このように、25 目標のうち 13 項目以上を

達成する必要がありますが、それはすでに達成

できたものと考えております。（中略） 
  達成できていない目標については、残された

期間で全力で取り組んでまいりたいと皆様の御

協力をお願いいたします。 
 
 職業奉仕委員会の報告 
           鈴木直登 委員長 

 職業奉仕委員会は青

少年の進路指導や職業

選択の学習を支援して

「出前講座」を行うこ

とを大きな目標といた

しました。青少年奉仕 
委員会と共催です。取り組みとしては市内の高萩 
中、秋山中、松岡中の 3 校で行うよう企画をしま 
した。 
 昨年までは高萩、秋山の 2 校だったが、本年は 
初めて導入していただいた松岡中学校が校長先生 
をはじめみんなで、企画立案してくれました。そ 
して 11 月 10 日（火）午後 2 時限の授業が 2 年生 
を対象に行われました。しかし残念なことにコロ 
ナ禍の中、田所会長、大平副委員長と駆け付けま 
したが、学校内に入るというわけにはいきません 
でした。 
 太平産業、滝川医院、高萩エンジニアリング 
松ヶ丘保育園、聖孝会、消防署、の 6 社、団体か 
ら社員等の派遣をいただき、実施できた。  
当クラブの会員がこの授業に参加することができ 
ず残念でなりません。 
 1 年生の授業についてはコロナ禍のなか、学で 
対面授業を行うこと叶わず、3 社、太平産業、結 
農実ワークス（上君田でホーズキ栽培をしている 



農家企業）、郵便局のご協力のもとに、それぞれ 
15 分のビデオ映像を作成してもらい、各学校で実 
施していただきました。それについては、各学校 
から会社の方に礼状が届けられています。 

次に外部卓話と職場訪問例会を予定しておりま 
したが実施できませんでした。 
「四つのテスト」の理解と復旧に努めてまいりま

した。 
  
クラブ管理運営委員会の報告 
           大高司郎委員長 

 

 

2020－21年度の 

活動方針 

今年度より、委員会名称が「クラブ奉仕Ⅱ委員会」

からら「クラブ管理運営委員会」に変更となりまし

た。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」「公共イメージ向上」の

４委員会によって構成されています。今年度も残り

2カ月の仕上げ、ラストスパートとして４委員会を

代表し計画達成状況を発表します。 

２．事業計画 

① 参加型の楽しい例会、会員の出席意欲を促すよ

うな例会プログラム（マンネリ化廃除）を立案する。 

上期は５０周年記念事業中心のプログラムとなりま

した。下期もコロナ禍で懇親を伴う例会が全て中止、

懇親を深める例会にはなりませんでした。 

次に、プログラムマンネリ化の廃除ですが、他クラ

ブに比べ少し外部卓話が少なく感じます。  

米山梅吉氏の言葉ですが「ロータリーの例会は人

生の道場」であり、会員は出席を義務と捉えず、参

加して楽しむ心構えも必要。また例会を楽しく意義

のあるものとする工夫することも必要であると言っ

ています。今年度も残すところ２ヶ月ですので、 

次年度プログラム構成時に工夫が必要かと思います。 

② 出席の奨励、積極的な欠席のメークアップを

含む出席率の向上を目指す。オンライン  例会の

導入等、積極的な参加を引き出すための工夫をする。 

当ＲＣが初めてオンライン型例会を導入したの 

小森年度の２０２０年５月２０日のオンライン

（Zoom）臨時例会で地区内でも早い導入でした。

２月からはオンライン例会として、更に３月からは

毎週ハイブリッド型例会として運営されています。

次年度もこのようなニューノーマル方式の例会運

営が続くと思います。 

③ 魅力あるクラブづくりには会員同士の親睦と

交流が不可欠。通常例会に加えて、工夫を凝らし家

族例会を充実する。 

コロナ禍で会員同士の親睦と家族例会は殆どが中

止となりました。やむを得ない判断だったと思いま

す。今後も「新しい生活方式」が続く感もあります

が、６月３０日の懇親会を伴う年度末例会には、何

とか工夫して会員が楽しめる企画を委員会の皆様に

はお願いします。 

④ 公共イメージ向上委員会は、会員相互のコミュ

ニケーションの充実を図るため、週報の発行を行い、

クラブ内外の情報もタイムリーに届けるよう充実を

図る。 

手前味噌でありますが、当ＲＣの公共イメージ向上

は地区内トップレベルにあります。委員会の皆様に
はご苦労をお掛けしておりますが、週報は毎週確実

にホームページにアップされ公開されています。特

にHPでは毎週投稿を続けることが重要なことです。 

更に、今年度は５０周年記念事業もあり、ポリオ根

絶大型看板設置等、地域での公共イメージ向上は高

いものがありました。 
⑤ 奉仕活動をホームページや SNS（Facebook等）

で PR、管理者を 3名とし積極的な広報をする。コ

ミュニティ FM（たかはぎ FM）を活用した広報を継

続する。ＳＮＳ、特に当ＲＣは Facebookが中心と

なりますが、投稿は月に２、３回程度ですが、この

運営頻度で良いかと思います。管理者３名、次年度

は実現しましょう。 

高萩ＦＭは高萩ＲＣロータリー情報館が一巡して第



８回の放送で終了、地域の公共イメージ向上には効

果的なＰＲでした。次年度は「子供たちの英語をＦ

Ｍで放送しよう」という、地区補助金を利用した企

画も始まります。更に期待できると思います。 

⑥ My ROTARY登録目標を 80％以上とし、会員が

ロータリー情報や推進ツールを最 大限に活用でき

るようバックアップする。 

当クラブのMy ROTARY登録率は 90.9％、残り 3

名となりました。今年度と次年度にかけた地区研修

行事は、殆どハイブリッド型開催となっています。

オンラインでしか視聴できなくなりました。３名の

方は今年度中に My ROTARY登録をお願いします。 

次年度はMy ROTARY活用の向上を目指して欲し

いと思います。 
 

資料画面 
高萩 RC 2020-21 年度ロータリー賞受賞クラブレ

ポートを見ると、以下のように見られる。 

 
４月２０日現在、高萩 RC の会長賞チャレンジは 25
項目中、21 が達成されている。 
下は高萩ＲＣのセントラル画面 

 

 

 

親睦家族委員会の報告  福田文乃委員長 

 

来る 5 月 23 日の第

2820 地区の地区大会

を前にして、記念ゴル

フ大会が、ザ・ゴルフ

クラブ竜ケ崎で開催さ

れました。 

当クラブからは、鈴木国男会員、佐藤利雄会員、

私の 3人が参加、健闘してまいりました。 

 

幹事報告  大河原 浩 幹事 
１ 米山奨学会委員長への連絡受付 

２ ハイライト米山受理 

３ いわき勿来ＲＣ週報受理 

４ 高萩市国際交流協会総会議案書を受理 

５ 盲導犬クラブ会報受理 

 
【お客様】 

鈴木 一良 様 (日立 RC) 
 

【メークアップ】 
４／１５ 地区大会記念ゴルフ大会 

鈴木国男、福田文乃、佐藤利雄 
 

【ニコニコ BOX】 
佐藤利雄さん：コロナ感染感染でステイホームに

よりストレスの塊、畑仕事に精を出す。 
花園文熙さん：日立 RC 鈴木一良さんようこそお

いで頂きました。コロナ対応のワクチン予約をし

ました。  
田所和雄さん：鈴木一良様、ようこそお越し下さ

いました。大歓迎です。本日は、年度計画達成状

況報告です。今年度も残り２ヶ月になりました。

宜しくお願いします。  
小森勇一さん：前ガバナー補佐、鈴木一良様よう

こそいらっしゃいました。ますますお元気で何よ

りです。  
鈴木直登さん：鈴木一良さんようこそ。高萩では

火事があり６世帯が被害を受けた。下君田の火災

から５１年が経った。凄かった。怖かった。  
大髙司郎さん：４月１９日、ポールハリスの誕生

日を祝して。鈴木一良様ようこそ。  
大河原浩さん：鈴木一良様、本日はようこそ高萩

RC へ！！鈴木国男さん、江尻寛さん、福田文乃



さん、平野浩司さん、大平敏明さん 
 

本日計  １４，０００円 
   累計 ５８５，５００円 
 
 
【ロータリー財団】 

本日計   ２，０００円 
累計 ４５３，３９７円 

 
【ポリオプラス】 

本日計   ４，０００円 
累計  ５０，９５２円 

 
【米山記念奨学会】 

本日計       ０円   
累計 ３３３，７１０円 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        


