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来月：青少年奉仕

５月１９日ハイブリッド例会

『地区補助金申請事業について』
本日のプログラム
「地区補助金申請事業について」
《青少年奉仕委員長エレクト：大平敏明》
《財団委員長エレクト：今川隆》

次年度青少年奉仕委員会と財団委員会の報
告。今年度はコロナ感染症拡大対策のため中
止となった萩っこ英語プレゼンテーション、次
年度は FM ラジオで子どもたちの英語（声）を
放送しようという素晴らしい企画。実現が楽し
みである。具体的な目標として、２１世紀は、新
しい知識、情報、技術が重要な「知識基盤社
会」となっていく。加えて、国際グローバリズム
化は、日本の伝統と文化、文明の発展ととも
に、国際協力の必要性はますます高まってい
く。青少年には、それに対応して、確かな学力
と国際的なツールとしての英語が注目されて
いる今日、英語学習への意欲を高め、国際性
豊かな発信力を育みたいと考えた。
月 日
５月１２日
５月１９日
５月２３日
５月２６日

プ ロ グ ラ ム
地区補助金申請事業について
地区研修協議会出席報告
地区大会
休会（5/23 振替）

そしてこの新しい時代の要請に応え、高萩市
の子ども達が将来国際社会の中で、堂々と自
分と日本を主張できる若者に育ってほしいと
願い、学習意欲を高められるよう、声援をおく
り、支援協力したい。コロナ感染症の流行への
対策を適切に実施し所期の目標を達成する。
具体的実施内容としては
①仮設ロータリークラブ放送室をつくる。（福
祉センター会議室借用）
②数人ずつ発表者を集め、収録する。
③放送は、英語発表の後 日本語の発表また
は説明をする。
④発表は幼児 2 分両方で 4 分、小・中学生は
3 分、両方で 6 分以内。1 回 3 名程度の放
送。約 2 か月の期間で日曜日１１：００からの
15 分間の放送枠を買い取る。
⑤ＲＣが専門スタッフを依頼し編集制作する。
⑥チラシ作成をし、学校長会の承認を得て各
幼稚園、小中学校に配布。
⑦賞状、参加賞、収録 CD、記念写真を参加者
に贈る
⑧録音機購入、会場借用費、番組編集、制作、
広告チラシ、放送時間の買い取り等の経
費。
⑨高萩市教育委員会に後援申請。
以上の内容で地区補助金の申請をした。
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言行はこれに
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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

《田所会長挨拶》
皆さんこんにちは。ゴ
ールデンウイークの休
会日があったので、
二週間ぶりの例会で
す。皆さんは連休をど
の様に過ごされたで
しょうか。私は、４日
間の休暇が取れたので、ハイキングと温泉浴と
ストレッチでゆったりと過ごしました。久しぶりに、
気分転換が出来ました。９日に開催された、次年
度の地区研修協議会に出席された皆さんはお
疲れ様でした。今月からは次年度の準備がどん
どんと入って来ます。本日の例会は、次年度の
地区補助金申請事業とその実施要項について
であります。次年度の財団委員長さん、青少年
奉仕委員長さん、よろしくお願いいたします。
本日は、新しい米山奨学生の白静（はくせい）さ
んが出席しています。ようこそいらっしゃいまし
た。また、北茨城ロータリークラブから、平賀とし
え様と菅野しのぶ様がメイクアップに来てくださ
いました。ようこそお出で下さいました。米山奨
学生の白静さんにつきましては、高萩ロータリー
クラブと北茨城ロータリークラブが世話クラブに
なりますので、一年間、よろしくお願いいたしま
す。白静さん、平賀様、菅野様には、後ほどご挨
拶をいただきたいと存じます。
４月２１日の例会にメイクアップで出席した、前年
度のガバナー補佐、鈴木一良（かつよし）様（日
立ＲＣ）から、感想のお葉書をいただきましたの
で、ご披露いたします。俳句入りの葉書です。
尚、昨日、本年度ガバナー補佐の茂木博男様
（日立北ＲＣ）から、お電話をいただきました。次
年度、７月からのガバナー補佐は、日立港ＲＣの
鈴木稔様ですが、新旧ガバナー補佐の当クラブ
への訪問は、６月９日（水）に予定しておきますと
のことです。会長挨拶は以上で終わります。
本日は、地区補助金申請事業についての例会で
す。財団委員会、青少年奉仕委員会の皆さん、
よろしくお願いいたします。

《幹事報告》
①新井ガバナーエレクト事務所より、会員基盤
向上セミナー開催の案内が届く

2021 年 6 月 20 日（日） 13：00～17：00
ダイヤモンドホール（ハイブリット型）
出席義務者／2021-22 年度 会長・幹事・会
員増強委員長
②新井ガバナーエレクト事務所より、奉仕事業
についてのアンケートが届く
③５月のロータリーレート １ドル＝１０９円
④高萩 FM より、たかはぎ FM かわら版・第１０
号が届く

《本日のお客様》
（北茨城 RC：平賀としえ様、菅野しのぶ様）
久しぶりに、北茨城ロ
ータリークラブでご活
躍中のお二人がそろっ
てメイクアップして頂き、
大歓迎でお迎えしまし
た。平賀としえ様は、次
年度北茨城ＲＣの米山
記念奨学会委員長さ
んになります。実はこの機会に、北茨城ＲＣが準
世話クラブとして奨学生に面会し、態勢を整えた
いという、温かい思いもあって当クラブにメーキ
ャップされました。ご同行の菅野しのぶ様は、幹
事を何度もご経験され、ご一緒に奨学生を迎え
てくださり、高萩 RC の平野浩司次期米山記念
奨学会委員長さんも大変心強かった次第です。
（米山記念奨学生：白 静 様）

皆さんこんにちは、白静です。周培君と同じ中国
の河南省出身で、今は日立に住んでいます。。
茨城大学博士号課程社会インフラシステム科学
専攻です。コロナ禍の中、セミナーも十分に行え
ない状況ですが、この度 4 月から奨学金対象と
なりました。今回初めて例会に参加しました。趣
味は中国の琴を弾くことや、東南アジアへ旅行
に行くことです。

〇本日、5 月の第 1 回例会で、米山記念奨学生
白 静 さんが田所会長から 5 月分の奨学金
を授与しました。
《次年度米山記念奨学会委員長：平野浩司》
次年度、初めての理事でこのような大役を仰せ
つかることになりました。また実質的にカウンセラ
ー役も兼任することになると思いますので、諸先
輩方々に色々とお聞きして一生懸命頑張ってい
きたいと思います。

《環境保全プロジェクト：大髙司郎会員》
D2820 地 区 全
体で地区ロータ
リー奉仕デーとし
て海岸清掃を行
います。海仕舞い
した 9 月に海岸
清掃を行い、茨
城の海岸美化を図り、回収したゴミの分別をす
ることにより環境問題への提起と公共イメージの
向上を図ることを目的とします。当クラブは
9/12（日）、雨天の場合は 9/26(日)を予定して
います。場所は「鵜の岬」の海岸になります。尚、
地区の方からお揃いの T シャツが支給されまし
た。当日はこれを着て、皆さんで頑張りましょう。

《SDGs の取り組みについて：鈴木直登会員》
国際ロータリーの
シェカール・メータ
会長も述べている
ように、国際連合
が 2015 年に提起
し、2030 年まで
に達成しようとし
ているいわゆる、

SDGｓ 日本語には持続可能な開発目標と訳さ
れていますが、17 の大きな目標があって、それ
ぞれに具体的に達成項目があり。全部で 169 項
目となります。また SDGｓの達成に貢献する奉
仕活動の推進は、次年度の地区目標にもなって
います。そのような中で高萩市教育委員会も
SDGs に関する教育教材を作り、小中学校の授
業で教えていく方針だそうです。教材作成費を
市内の事業者にクラウドファンディング方式で集
めて各学校へ提供していきたいとのことです。ク
ラブとしても前向きに検討していきたいと思いま
す。この１７の目標は、ロータリーの目標と比べて
みると、どの委員会の活動目標にも当てはまり
そうなので、これを何とか活用して、私たちの活
動目標を考えていきたいと思います。

【メークアップ】
４／２８ 第１０回理事会
小谷松政紀、江尻寛、小森勇一、大髙司郎、
棚谷稔、田所和雄、石平光、鈴木直登、大河原
浩
４／２８ 第３回戦略計画委員会
小谷松政紀、大髙司郎、田所和雄、鈴木直登、
大河原浩
５／９ 地区研修・協議会(DTA)
小谷松政紀、小森勇一、大髙司郎、棚谷稔、
鈴木直登、大河原浩、今川隆、菱川健司、
平野浩司

【ニコニコ BOX】
小森勇一さん：米山奨学生の白静さんようこそ、
大歓迎です。平賀さん、菅野さんお久しぶりです。
どうぞよろしく。結婚５６年目です。
石君平さん：米山奨学生「白さん」、北茨城 RC
「菅野さん、平賀さん」よくいらっしゃいました。
田所和雄さん：米山奨学生の白静さん、北茨城
RC の平賀としえ様、菅野しのぶ様、ようこそお
いで下さいました。大歓迎です。
鈴木直登さん：平賀さん菅野さんようこそ。ご無
沙汰しております。これからも仲よくそしてよろ
しくご指導くださいませ。
大髙司郎さん：平賀としえ様、菅野しのぶ様、よ
うこそおいで下さいました。米山奨学生、白静さ

ん１年間ロータリーを楽しんで下さい。
大河原浩さん：北茨城 RC 平賀様、菅野様そし
て米山奨学生白静様ようこそ高萩へ。本日はよ
ろしくお願いします。
花園文熙さん：北茨城 RC 平賀さん菅野さんよ
うこそいらっしゃいました。米山奨学生白静さん、
御苦労様です。 鈴木国男さん、江尻寛さん、
福田文乃さん、今川隆さん、平野浩司さん、大平
敏明さん。
本日計 １４，０００円
累計 ６０８，５００円

【ロータリー財団】
本日計
０円
累計 ４５４，３９７円
【ポリオプラス】
本日計
０円
累計 ５１，９５２円
【米山記念奨学会】
本日計
０円
累計 ３３３，７１０円

【結婚月の方】 ✿Congratulation✿
5/4
滝徳宗さん・有希子さん
/5
永山捷平さん・由紀子さん
/23 小森勇一さん・知子さん

【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆
5/1
今川隆さん
/7
石平光さん
/15 菱川健司さん

