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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 16 日例会より 

『委員長 次年度へ引継ぎ 』   
田所和雄会長挨拶 

皆さんこんにち

は。関東甲信越地方

が、一昨日の１４日

に梅雨入りしまし

た。平年より１週間

遅く、ここ１０年間

で一番遅い梅雨入りだそうです。これからひ

と月ぐらい、７月中旬までは、はっきりしな

い天気が続きそうです。集中豪雨が無ければ

良いと思います。 
昨日と今日と続けて、早朝に花貫川のアジ

サイロードを散歩してきました。 
紫陽花が綺麗に咲きはじめています。紫陽花

は、梅雨の期間に丁度花が咲くのですね。２

００４年に２２０本、２００８年に２５０

本、よくもこんなに多くの植栽が出来たな

と、当時のクラブの活力に思いをはせると共

に、これからの紫陽花の管理をどうすればい

いのかなと思いながら歩いてきました。 
 本年度は、新型コロナウイルス感染対策の

ため、通常の例会が開けない期間が度々あり

ました。また、対外的な活動にも制約を受け、

懇親会や講師を呼んでの例会にも制約があ

りました。本日の例会は、次年度への引継ぎ

ですが、委員長の皆さんも、思った通りの活

動が出来ず、忸怩たる思いがあったことと 

思います。おそらく次年度には、環境が変わっ

ていくと思います。各委員長さんから、次年度

の委員会に向けて、奉仕活動についての引き継

ぎとアドバイスをよろしくお願いしたいと思い

ます。 
大河原浩幹事報告        

1.wcs この指止まれの案内           

が来ています。7/10 締切り 
2. 次年度の第一分区の会      

長・幹事会の案内がきてい

ます。7/3(土)5 時より 
3. 国際奉仕研究会の案内で

す。7/21(木)9:30 ダイヤモンドホール 
4. 青少年奉仕研究会スケジュールの案内です。 
5. 記念事業の連絡のお願いが届いている。 
6. 筑波美化運動の案内です。7. 県北ローターアク

ト 6 月第 2 例会の案内が来ています。 
委員会報告 
1 鈴木直登クラブ戦略計画委員長 

戦略計画特別委員会による

戦略計画が策定され各委員

会の３年間の行動計画、戦

略目標が答申されました。 
ついては本日迄に異存がな

い事を確認し出席全会員一

致を持って承認されました。各委員長は内容を良く 
吟味して協力をお願い致します。 
 

 
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ６月 １６日 出席報告 

6月 23日 一年回顧 会長・幹事 会員数 出席者 欠席者 

６月 30 日 年度末例会 親睦活動・家族委員会 ３ 3 １ 7 12 

7 月 7 日 新年度方針 会長・五大奉仕委員会 出 席 率 ： 100  % 

7 月 14 日 委員会方針 各委員会 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 

幹    事 ： 大河原 浩 
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委員会報告 
2. 親睦活動・家族委員会福田委員長 
 6/30 例会この場でビンゴゲームとノンアルコ

ール予定。皆さん参加して下さい。 
 
本日のプログラム 

五大奉仕委員会 
１職業奉仕委員会 鈴木直登委員長 
残念ながらこのような社会情勢の中で、思った展

開ができなかった。ただ、松岡中で 11 月、6 人の

先生を迎え体育館で 2 年生の出前授業が出来た事 
1 月からは太平産業他地域興し協力隊のビデオを

見ての授業で、働くことの意義、喜び、やりがい 
を学び、秋中からの報告書で感謝の感想文が寄せ

られている。よりよい生活へ役立った実感あり。 
２ 社会奉仕委員会 

小谷松副委員長代理石君平委員 
事業報告 
〇海岸清掃 コロナ禍

で中止〇更生保護司会、

寺子屋＠たかはぎ 助

成金支援〇例会 8/26 社

会奉仕フォーラムで今までの奉仕活動について報

告〇花貫川護岸堤のアジサイ植栽管理 
9/14 棚谷会員のチームに依頼しアジサイロード

草刈り 9/20 つた切りクラブ会員で実施 
6/7 棚谷会員のチームに依頼しアジサイロード

草刈り 〇上君田営林署事業所跡地の桜の植栽管

理「桜賞会」と共同管理 
次年度申し送り事項 
〇海岸清掃奉仕プロジェクトへの参加 

2021 年 9 月 12 日(日)鵜の岬にて 
〇アジサイロードの引き続き植栽管理 
〇他の奉仕プロジェクトを検討する 
３青少年奉仕奉仕委員会 欠席来週へ 
４国際奉仕委員会    欠席来週へ 
５ロータリー財団委員会 石平光委員長 
財団への使命を理解し、寄付金は１会員当り 130
ドル、ポリオプラスは１会員当り 20 ドルを目標

としたが、ばらつきがあり、未達者が多く財団の

使命を理解頂けない人も多いのが現実である。例

会出席率 40%台と欠席者が多くなっているのも、

一因であり周知は困難です。よって支払い方法を、

例会時だけでなく、便利な郵便払込用紙を利用す

る事も考えるべきと思います。検討の余地あり。 

ロータリー財団月間の出前卓話は、地区補助金委

員長宇留野様に要請していたがコロナ感染者の発

生もあり、11 月と１月に 2 回に亘り中止となり、

財団理解が進まなかった事は残念である。 
６米山記念奨学会 江尻寛委員長 
奨学生周培（茨大都市システム工学専攻）を受け入

れ月１回以上の出席をお願いしていたが、新型コロ

ナ渦によりクラブ例会の休会、奉仕活動、家族懇親

会などイベントがほとんど中止になり、交流が少な

かったことが残念です。例会出席はサブをクラブ北

茨城ＲＣ２回含め１１回で、創立５０周年記念例会、

ガバナー公式訪問、卓話３回、オンライン例会など

に出席頂いた。たかはぎＦＭロータリー情報館,米山

奨学会の放送番組作成のためＦＭ収録で３回出席し

ている。寄付年次目標850,000円で５月末で656,710
円（77.2%）20 名となっている。 
申し送り事項 米山記念奨学会の事業に理解頂き 
なお一層の協力をお願いしたい。 
会員組織委員会 
１職業分類会員選考委員会石平光委員長 
職業分類を精査し、クラブを強化してくれる職業

人、地域のリーダー候補を見つけると云う目標を

掲げ多くの職業で構成されるクラブを目指し、会

員増強維持委員会と連携を図りながら、会員の増

強にも力を入れることとしたが、新型コロナ感染

の影響もあり、すべてに停滞を余儀なくされた。

未充填分野は工業、サービス業、食品、農業、教

育、その他自由業等まだまだ多岐に渡っているが、

小都市ゆえにコロナの影響をもろに受けている小

規模事業者が多く今後の開拓はかなりの努力を要

すると思われる。 
２会員増強維持委員会今川隆委員長 

10 月に会員増強フォー

ラムで話しあい未充填分

野の片思いリストを作成

したが純増 2 名の達成は

できなかったが、今後 
ＦＭやＳＮＳ等使った発信により公共イメージの

向上が会員増強へ繋がるし、又クラブへ入会する

メリットを伝えて行きたい。 
３ロータリー情報研修委員会鈴木直登委員長 

新型コロナの中で委員会の開催ができなかった   

事が実態です。次年度は、早く収まって皆が集ま

れる様な状況になることを願うのみです。 



 
クラブ管理運営委員会 
大高司郎委員長    

事業報告 
昨年度は新型コロナウイ

ルスが猛威を振るい、まさ

に新型コロナ禍一色の一年

でしたが、我が高萩 RC は

「５年連続ロータリー賞」受賞という新たなレガシー

を獲得しようとしています。さらに例会は with コ

ロナに適応、柔軟性を取り入れ早い時期にハイブリ

ッド例会（Zoom）を採用、休会を減らし例会を運営

することができました。更に公共イメージ向上にお

いては、クラブ創立５０周年事業として市内安良川

にポリオ根絶大型看板を設置、インパクトの強い効

果的な広報を実施しました。一方、コロナ禍での例

会出席率は前年度より低下、メークアップも一部の

会員に限定しました。次年度も課題として残りま

す。 

次年度申し送り事項： 

公共イメージ向上： コミュニティ FM（たかはぎ

FM）を活用した広報の展開を継続しましょう。My 

ROTARY のブランドリソースセンターをクラブ広

報に積極的に取り入れましょう。地域において公共

イメージに力を入れることの重要性を理解し、SNS

を積極活用した広報を展開しましょう。 

出席率の改善： 今年度実施した会員満足度アン

ケートに例会がマンネリ化しているという意見があ

ります。それはクラブの低迷を意味するのかも知れ

ません。会員の誰もが「今日も来てよかった」と思っ

てくれる例会を目指しましょう。クラブ戦略計画で

定めた出席率７０％を目指しましょう。９月２９日の

ガバナー公式訪問は多くの会員に出席を奨励しま

しょう。 

例会運営について： 明るく・楽しく・知見が広が

る例会運営を目指しましょう。例会運営の柔軟性、

ハイブリッド例会を効果的に運用しましょう。仕事

が多忙な会員、移動が難しい会員にとって、オンラ

インの例会が便利な場合があります。 今後もオン

ラインで参加する選択肢を提供し続けましょう。 

例会プログラム： 外部卓話を多く採用し、会員

の興味を引くようなプログラムを検討しましょう。

卓話者の充実をお願いします。新会員をフォローす

るカウンセラーを導入し、例会時には必ず担当が付

くようにしましょう（慣れるまで）。 

プログラム雑誌委員会小森勇一委員長 

今年度は、始めからコロナ禍の問題がありました

が、それよりも、創立 50 周年記念事業をいかに

成功させるかが大きな課題でしたので、前半は、

そのためのプログラムを重視しました。おかげさ

まで、記念事業は所期の目的を達成し、ホームペ

ージにも公開されています。 

 第 2 にコロナ禍のなかで、通常の例会ができな

くなり、ＺＯＯＭを活用したオンライン例会を取

り入れたことは、大変良かったと思います。その

効果として、大髙地区総括委員長の御努力もあっ

て、映像を活用し、ロータリーに関する情報をい

つもより多くまなぶとができたように思います。 
 次に問題点は、3 団体合同例会も中止になりま

したが、外部との関わるプログラムができません

でした。やむを得ないこととはいえ、大きな問題

点でした。 
 新年度のプログラムは、すでにいろいろ検討さ

れていますが、卓話の充実、外部卓話の活用等結

構なことと思います。多様性のある、プログラム

が必要と反省しています。また、集積とのかかわ

りもありますが、魅力あるプログラムを工夫する

ことが必要だと痛感していますが、そういう方向

で準備が始められていることはありがたいことで

す。 「ロータリーの友」を会員の皆さんに読ん

でいただくことも委員会の仕事でしたが、よくで

きなかったことを反省しています。 
ニコニコ BOX 沼田操委員長代理、花園副委員長 

今年度の出席・ニコニコ

Box 途中までで報告しま

す。当会は毎月忠実に例会

をやってきた。実施率はい

いが、残念ながらコロナの

せいか、マンネリ化のせい

か、基金の落ち込みが激し

い事です。12 月以降極端に出席率が悪く 40% 

台に落ち込んでいる。拠金も 80 万円を目標とした

が 12 月までは半分位、今月に入って 80%位で出

席率の悪さが如実に現われている。何か良い方法

はないか？真面目だけでは通らない。何とか 

したい。出席している人に出席してくれといっても、

おかしな話。欠席者に話が届かない。出席率がすべ

ての基金に影響を与えるので、楽しい会にして出席

率アップ、楽しい拠金アップを目指してほしいと思

います。 

 

親睦活動・家族委員会福田文乃委員長 

親睦活動・家族委員会として

は、家族を含めた行事が 

一度もなかった事が残念で

す。長い間三密・飲食はしな

いでと云われてきました。悩

みに悩んで年度末に 

多少の楽しみを考えて見つけました。 

次年度も楽しんでやれることを、やって下さい。 

 

 



 

公共イメージ向上委員会石君平委員長 

１． ロータリークラブの認知度の向上についての 

考え方。 

  公共イメージ向上とは、広報活動の拡大と 

  とらえるのではなく、「地域を巻き込んだ 

  クラブ全員の奉仕活動により、高萩ＲＣの 

  イメージアップを図ること」と云う、意識 

  の醸成・・・・会員一人一人がロータリーの 

  バッチを付け、身近な人にロータリークラブ 

  を理解して貰うこと。 

２． Ｍ y Ｒｏｔａｒｙブランドリソースセンターの情報

を、クラブ広報に活用。 

３． 高萩市立図書館に「ロータリーの友」寄贈 

はコロナへの気配り等もあり、今季本誌の 

寄贈は取りやめました。次年度時期を見て 

の復活も考えてほしい。 

 

 

 

 

 
 
【メークアップ】 
６／１０ 会員基盤向上セミナー準備会  

大髙司郎 
 

【ニコニコ BOX】 
小森勇一さん：横倉さんにお世話になり、ワクチ

ン２回終了できました。滝先生、横倉先生本当に

ごくろうさまです。  
鈴木直登さん：カーボンニュートラル。脱酸素社

会。学校の授業で教える方も学ぶ方も大変だね。  

石君平さん：コロナワクチン２回接種終わりまし

た。一安心です。  
大髙司郎さん：そろそろワクチン接種券届かない

かな！  
花園文熙さん：G7 が終わったら、今度はオリン

ピック、次いで内閣改選と目まぐるしい。  
大平敏明さん：次年度会長の鈴木直登さんと職業

奉仕委員長の佐藤さんと三人で大内教育長へ英語

プレゼンテーションと職業出前講座の案内をして

きました。大いに期待してますとのこと。   
田所和雄さん：目に青葉、山ホトトギス、初鰹。

鰹の刺身が美味しい季節になりました。 
鈴木国男さん、江尻寛さん、石平光さん、福田文

乃さん、大河原浩さん、今川隆さん、平野浩司さ

ん、滝徳宗さん 
本日計  １５，０００円 

   累計 ６６４，５００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  １５，０００円 
累計  ７３，１５２円 

 

【米山記念奨学会】 
本日計       ０円   
累計 ３８６，７１０円

 


