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ロータリー月間        今月： ロータリー親睦活動  来月：  

 ６月９日例会より ハイブリッド例会『 クラブ戦略計画策定 』 
  

高萩ロータリークラブ戦略計画 

クラブの現状把握（現状分析） 

高萩 RCは２０２１-２０２２～２０２３-２０

２４年度の戦略計画目標（第４期）立案を前に、

３月１０日例会において会員満足度アンケート

調査を実施し、クラブの長所と短所を特定した。

クラブ戦略特別委員会では、アンケート集約結果

を基に、４回の委員会開催を重ね、見直し案を策

定、理事会を経て本日の例会で提案された。 

鈴木直登：クラブ戦略計画委員長 

クラブ戦略計画策定の前に、クラブ満足度アン

ケートを実施しましたが、回収率は７６％となり

ました。アンケートの詳細結果は別紙の通りとな

ります。その後、戦略計画特別委員会（鈴木直登、

大河原浩、小谷松正紀、田所和雄、大髙司郎）を

開催して本日の戦略計画を策定致しました。 

ビジョン 

地域社会により大きなインパクトをもたらす

奉仕活動を実施する。私たちは手を取り合って、

優れた「４０ Member Club」を目指し、会員

同士の交流や親睦を図り活力に満ちたクラブと

する。 

戦略目標（３年間行動計画） 

１ 参加者の基盤を広げる 

〇会員増強維持とクラブ運営の適正化によりク

ラブの活性化をはかる。 

・上期を会員拡大強化月間とし、全会員で候補者

を発掘する・職業分類を見直し、多様性のある会

員構成とする・女性会員候補者を発掘し、会員比

率の１５％（６名）を目指す・若い世代の取組み

を強化し、バランスのとれた年齢層とする 

・会員維持に注力した増強をする、会員維持も増強

のうち・新会員のカウンセラー制度を導入する 

２ 奉仕プロジェクト  

〇地域ニーズを捉え、より効果的な奉仕活動を実施

する。 

・職業奉仕（出前講座と職場訪問を実施する。四つ

のテストの理解を深める）・社会奉仕（アジサイ植

栽管理、海岸清掃以外の新たな奉仕活動を実施す

る）・国際奉仕（萩っ子英語 FM放送、この指とま

れ、他 RC との協賛事業を検討する）・青少年奉仕

（出前講座、萩っ子英語 FM放送、県北 RAC、少年

柔道支援）・地域

において「ロータ

リー奉仕デー」を

計画、実践する・

地域社会と交流す

る機会を増やす・

With コロナの奉

仕プロジェクトを

検討する。 

高萩RCは戦略計

画の下、SDGs（持

続可能な開発目標）に取り組みロータリークラブ活

動を通じて、会員一人ひとりがロータリアンとして、

持続可能な社会の恒久的な発展に貢献する 

３ クラブ管理運営 

〇クラブ運営の適正化によりクラブ活性化を図る。・

クラブが効果的に機能していることを確認するため

に、毎年度、クラブ細則、委員会・奉仕活動等の見直 

しや洗い替えを実施 
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ６月 ９日 出席報告 

6 月 16 日 次年度への引継ぎ 現年度会各委員長 会員数 出席者 欠席者 

6 月 23 日 一年回顧 会長・幹事 ３３ １６ １４ 

6 月 30 日 年度末例会 親睦活動・家族委員会 出 席 率 ： . １００% 

7 月  7 日 新年度方針・五大奉仕委員会 会長・五大奉仕委員長 前々週訂正 ：  １００% 
 
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 

会    長 ： 田所 和雄 
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国際ロータリーのテーマ 

 

四つのテスト 
言 行 は こ れ に 

照 ら し て か ら 
1.真実かどうか 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 

https://www.takahagirc.jp/


・地区研修・協議会やその他適切な研修会に出席

する・会員の関心を呼ぶような例会プログラム、

クラブ協議会や奉仕活動を立案・My ROTARY

登録率１００%クラブとし、My ROTARY の情報

を活用する・入会時の My ROTARY 登録義務・

持続可能な委員会編成による、会員のエンパワー

メント・ロータリー賞（RI会長賞）の連続受賞を

目指す・例内のオンライン運営対応強化し複数担

当制とする 

４ 公共イメージ 

〇奉仕活動を活発化して地域へロータリー情報を

発信する。・SNS を活用し奉仕事業のタイムリー

な広報・地域社会の行事にロータリークラブとし

て積極的に参加する・ロータリークラブの行事に

地域住民の参加―地域と共同で活動を実施・ロー

タリアン一人ひとりが強力な広告マン、常にバッ

ジの着用を推奨・地域において「ロータリー奉仕

デー」を計画、実践し広報する・ポリオ根絶「END 

POLIO NOW」をロータリーブランドとしイメ

ージを強化する 

５ クラブ親睦活動 

〇高萩 RC 及び他クラブとの親睦活動。 

・高萩 RC プログラムによる会員・家族および関

係者との親睦活動・北茨城 RC との合同新年会及

び合同プロジェクト・高萩 RC・高萩 LC・高萩

JC との合同例会及び懇親会・世代を超えた親睦、

交流を深める・会員の趣味を通して親睦が図れる

よう企画・運営する・With コロナの親睦活動を

工夫する 

６ プログラム 

〇クラブ運営が、円滑に進行できるよう年間プロ

グラムを組み、例会が有意義なプログラムになる

ことを目標とする。 

・マンネリ化を排除し、プログラムを見直す・ロ

ータリアンの資質向上する有益な卓話を企画・実

施・出席率７０％以上を目標とする・会員の期待

に応える卓話者選定・外部卓話については、会員

の推薦や卓話者リストから講師を選定する・クラ

ブ協議会やクラブフォーラムの開催を行い、新し

い会員が、クラブの活動の理解度を深め、クラブ

への参画意識を高められるよう企画する 

７ 指導力育成 

〇指導者の育成と教育の確立。 

・１－３奉仕会の実施（入会３年未満会員のフォ

ロー）・自己研修に繋がる機会を増やす・RLI、

地区研修・協議会、RYLA へ積極的に参加する・

地区委員の派遣は全会員からの選出とする・外部

人材の活用（地区役員、ガバナー補佐等）・パス

ト会長の豊富な知識・指導力と経験の活用 

８ ロータリー財団 

〇財団を財務面から支援し、高萩 RC としては地

区補助金を活用して奉仕事業を拡充する。 

・地区補助金活用による奉仕事業の充実・人道的

補助金プログラム・寄付の年次目標達成を目指す

（130＄）・ポリオ・プラス寄付の年次目標達成

を目指す（20＄）・毎年ベネファクター1 名以上

を目指す 

９ 米山記念奨学会 

〇米山記念奨学生を支援し日本の国の理解と世界

平和の創造と維持に、貢献する事を目的とする。 

・寄付の年次目標達成を目指す（25,000円、内普

通寄付 5,000 円は会費より納入）・米山奨学生の

世話クラブ引き受け・ロータリー米山記念奨学会

の一層の理解に努める 

田所和雄：会長挨拶 

皆さんこんにちは。まだ６月初旬なのに、梅雨

が明けたような夏空になりました。日中はかなり

暑くなりますが、朝夕は涼しさがあり、爽やかな

気分になります。私は、もともと、宵っ張りの朝

寝坊型の生活パターンなのですが、７０歳を迎え

るに当たり、

健康に留意

して、早寝早

起きの生活

パターンに

チェンジす

ることにし

ました。ラジ

オ体操、ストレッチ、散歩等ができて、身体が活

性化して来た感じです。新型コロナウイルス対策

のため、例会は、会場への出席とリモートでの参

加のハイブリッド例会にしていますが、早く普通

の例会に戻したいものです。高萩市の新型コロナ

ウイルスワクチンの接種は、市報にも掲載してあ

る通り、７１歳以上の方には、接種券の発送が完



了し、７０歳から６５歳までの高齢者の方には６

月１４日（月）から週ごとに発送され、７月中に

は、接種が完了する予定です。６４歳以下の方に

は、７月から順次、

接種券が発送さ

れます。 

６月４日（金）

から、高萩市議会

が始まりました

が、昨日の本会議

で一般質問をいたしました。高萩市土地開発公社

についての質問ですが、本年３月に、赤浜地区工

業団地の最後の区画、ＴＫ２－２（4.5 ヘクター

ル）が、（株）永谷園に売却出来ました。これから

永谷園の新工場の建設が始まると思います。土地

開発公社については、これまでに２１億円もの市

民の血税が使われているので、公社のこれまでの

事業実績と総括等について質問をいたしました。

１週間後には、市議会のＨＰにアップされますの

で、関心のある方はご覧ください。本日は、新旧

ガバナー補佐訪問という事で、ガバナー補佐の茂

木博男様（日立北ＲＣ）、2021-2022 年度ガバナー

補佐の鈴木稔様（日立港ＲＣ）がおいでになって

います。ようこそいらっしゃいました。茂木様、

本年度のご指導ありがとうございました。鈴木様、

次年度のご指導をよろしくお願いいたします。 

 

大河原浩：幹事報告 

７月１０日（土）：クラブ奉仕研究会開催案内（対

象：次年度・会長・幹事・会長エレクト）、７月１

７日（土）：社会奉仕・ロータリー財団合同研究

会開催案内（社会奉仕委員長・R 財団委員長）、７

月１８日（日）：地区青少年奉仕研究会開催案内

（対象：青少年奉仕委員長）、高萩市市民憲章推進

協議会より７月４日（日）高萩市海岸清掃の実施

案内、６月１９日（土）：RAC2021-22年度地区

協議会開催の案内（対象：青少年奉仕委員長）・

RAC 第２８回地区大会中止案内。アジサイロード

除草作業写真。 

 

＜第一分区「新・旧ガバナー補佐訪問」＞ 

今年度、次年度ガバナー補佐のお二人が年度引継

ぎのご挨拶にお見えになりました。 

 

 

RID2820 2020-21年度第一分区ガバナー補佐：

茂木博男様（日立北） 

今年度は第一分区

全体でロータリー

賞受賞という最新

のニュースが入り

ました。誠におめ

でたいことであり

ます。本日は「高

萩 RC に栄光あれ」という話をさせていただきま

す。今年は高萩 RC 創立５０周年であり、奉仕活

動を５０年続けてこられて素晴らしいことです。

ポリオ根絶の大型看板設置や萩っ子英語プレゼン

テーション等の奉仕を実施し、相違と工夫と努力

を惜しまないロータリーの模範クラブです。今年

は高萩 RC 奉仕活動５０周年が光る年でした。高

萩 RC に栄光あれ。 

 

RID2820 2021-22年度第一分区ガバナー補佐：

鈴木 稔様（日立港） 

次年度ガバナー補佐に拝命されました、鈴木稔で

す。以前地区の青少年奉仕委員会を担当して地区

内２７ RC を卓

話で廻りました

が高萩RCは今回

が初めてです。今

日の例会プログ

ラムはクラブ戦

略計画策定と聞

きましたが、素晴らしい日に訪問出来ました。ま

た、今年度第一分区の全クラブがロータリー賞受

賞出来ると聞き、大変うれしいです。私の役目は

ガバナーの意見を皆様に伝え皆様の忌憚のない声

を地区に伝えるという役ですので、今後一年間よ

ろしくお願い致します。 

 

長久保赤水顕彰会: 理事 三浦邦明様 

高萩市３つの中

学校の授業「５倍

の大型床敷赤水

図」を活用した地

図教育への寄付

依頼。 

 

 



花園文熙会員：長寿会員地区表彰 

８５歳以上在籍表彰をうけて  花園 文熙                                 

２０２０－２１年度第２８２０地区会員１８８９

名中８５歳以上９９歳までの会員４７名の１人と

して表彰され、大変面はゆい感じがしております。 

生まれ育ちは高萩ですが、就業していた４０年間

は京浜地区で過ごしました。帰郷してから、愛郷

の念を込めて父が入っていた RC に２００４年に

７３歳で入会して１７年がたち９０歳になりまし

た。思い返せば、創立４０年、５０年の記念の行

事にも参加出来、高萩 RC の歴史を知りました。

国際奉仕でのカンボジアのストリートチルドレン

支援で現地の子供の澄んだ目を忘れることができ

ません。今は何より、クラブ会員の皆さんから受

けた愛情・恩義に深く感謝を申し上げる次第です。 

 

６月１０日：2021 年ロータリーバーチャル国際

大会が開始されました。 

 

【お客様】 

ガバナー補佐    茂木博男 様(日立北 RC) 

ガバナー補佐エレクト鈴木 稔 様(日立港 RC) 

長久保赤水顕彰会  三浦邦明 様 

 

【メークアップ】 

６／８ RAC 例会 今川隆 

 

【ニコニコ BOX】 

鈴木啓志さん：久し振りの出席です。よろしくお

願いします。 

 

小森勇一さん：現ガバナー補佐、茂木様お世話に

なりました。鈴木稔様、地区委員長時代もお世話

になり、新年度はガバナー補佐の大役よろしくお

願いいたします。  

棚谷稔さん：茂木ガバナー補佐一年間お世話にな

りました。鈴木ガバナー補佐エレクトよろしくお

願いします。 

鈴木直登さん：茂木さんご苦労様。鈴木さんよろ

しくお願い申し上げます。  

石君平さん：茂木ガバナー補佐、一年間ご指導あ

りがとうございました。鈴木ガバナー補佐エレク

ト今年一年間指導よろしくお願いします。  

田所和雄さん：ガバナー補佐、茂木博男様、次年

度ガバナー補佐、鈴木稔様。ようこそおいで下さ

いました。  

大髙司郎さん：新旧ガバナー補佐、茂木博男様、

鈴木稔様よろしくお願い致します。  

花園文熙さん：新旧ガバナー補佐、茂木博男様、

鈴木稔様おいで頂きありがとう御座います。よろ

しくお願い致します。  

福田文乃さん：茂木ガバナー補佐お疲れ様でした。

鈴木ガバナー補佐エレクト、よろしくお願いしま

す。 

石平光さん：新旧ガバナー補佐鈴木様茂木様来訪

歓迎致します。お世話になります。 

鈴木国男さん、江尻寛さん、大河原浩さん、 

大平敏明さん、滝徳宗さん 

 

本日計  １５，０００円 

累計 ６４９，５００円 

 

【ロータリー財団】 

本日計       ０円 

累計  ４６９，３９７円 

【ポリオプラス】 

本日計   ４，２００円 

累計   ５８，１５２円 

【米山記念奨学会】 

本日計  １０，０００円   

累計  ３８６，７１０円 

 

 

 

 


