
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間     今月：           来月： 会員増強 月間 

７月２１日例会より 

『 委員会方針・１００％出席者表彰』 
   
職業奉仕委員会：佐藤利雄委員長 

１．活動方針：ロータリアンとして、各々の職

業に誇りを持ち、品位ある職業生活を通じて奉仕

の機会を与えられたことに感謝し、さらに奉仕の

精神向上に努める。なお、職業から離れても、職

業奉仕の実績と経験を

活かし生涯現役の態勢

で地域社会に寄与でき

るロータリー活動を目

指す。  

２．事業計画：①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②職業奉

仕に関する研修を行う③「四つのテスト」の理解

と普及に努める。 

 

ロータリー財団委員会：今川隆委員長 

１. 活動方針：ロータリー財団の使命は、ロ

ータリアンが、人々の健康状態を改善し、教育へ

の支援を高め、貧困を救済することを通じて、世

界理解、親善、平和を達成できるようにすること。

より良い地域づくりのた

めの活動やグローバルな

イニシアチブを資金面で

支えているのが、ロータ

リー財団。社会奉仕事業

を資金面で支えるのが財

団寄付金。長年のポリオ撲滅運動（ポリオプラス）

は、あと少しで達成できるところまで来ている。  

① 上記目的を達成するために、当クラブでは財団

への寄付を奨励する ② 今年度も青少年奉仕事業

の「FM 英語発表会」に対する補助金交付が認可さ

れている。 

２. 事業計画：（１）財団の寄付に努める。 ① 

年次プログラムの基金への寄付 ② ポリオプラス

への寄付③ 恒久基金、ベネファクターの奨励（２）

財団プログラムへの参加、各委員会と協力して、地

区補助金活用プログラムへの参加（３）その他、グ

ローバル・グラントについて研究する。地区補助金

を申請する。 

 

米山記念奨学会委員会：平野浩司委員長 

１．活動方針：国際理解と親善を深めるための懸

け橋となってもらうため、日本で学ぶ外国人留学生

に対し、少しでも多くの奨学金を提供できるよう、

ロータリー米山記念奨学会へ

の協力を推進していく。 

２．事業計画：①会員一人

当たり 25,000 円以上の寄付

をお願いする（内訳：普通寄

付 5,000 円、特別寄付 20,000

円）②米山奨学会の事業に対し、会員の理解と意識

の高揚に努める③米山奨学生の 白静さん に例会出

席、卓話を依頼する④世話クラブとして米山奨学生

には例会以外にも、奉仕活動・事業・行事等に出席

していただき、会員・家族との交流を努める。 

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ７月２１日 出席報告 

７月２８日 前年度決算・本年度予算 会計 会員数 出席者 欠席者 

８月 ４日 会員増強出前卓話（外部） 会員増強委員会 ３３ １５ １５ 

８月１１日 休会（お盆）  出 席 率 ： １００ % 

８月１８日 英語プレゼンテーション 青少年奉仕委員会 前々週訂正 ： １００ % 
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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 



ＳＡＡ：石君平委員長 

１．活動方針 ①ＳＡＡは、例会時の時間厳守と、

ビジターの接遇にあたる②会長、幹事、各委員長

と事前に連絡を取り、例会の円滑な運営に努める

③私語や不必要な移動慎み、和やかな雰囲気の中

にも、秩序と品位ある例会運営に努める④SAA の

タスキを着用し、SAA5 名が 1 ヵ月交代で例会の

運営を担当する。 

２．事業計画 ①友好的な雰囲気を高める例会場

を設営する②ゲスト、ビ

ジターを会場入口で誠意

をもってお迎えし、隣に

座り友情を深める③通常

例会は 12 時から食事、

12 時 30 分開会点鐘、13

時 30分閉会点鐘とする④夜の移動例会は 18時食

事、18 時 30 分開会点鐘、19 時 30 分閉会点鐘と

する⑤夏シーズン（５～10 月）はクールビズ（軽

装）期間とする⑥会員相互の交流が広がるよう、

着席位置等を工夫する⑦会員の 3 分間スピーチの

実施（8 月から、前半はロータリーの話題、後半

はその他話題とする） 

～２０２０－２１年度「１００％出席者表彰」～ 

田所和雄直前会長：例会は 57 回計画（内 12 回が

休会）実施した例会は 45 回でした。100% 

出席は時間だけでなく健康でなければなりません。 

 

  

＊上田良三＊鈴木啓志＊江尻寛＊永山捷平・小森

勇一・大髙司郎・石君平・花園文熙・棚谷稔・田

所和雄・鈴木直登・大河原浩・今川隆・大平敏明、

以上 14 会員です。（＊は出席免除会員４名）。ま

た、皆出席（ホームクラブ 100％出席）会員は小

森勇一・大髙司郎・鈴木直登・田所和雄・ 

大河原浩の５会員。 

  

100%出席者の代表コメント 小森勇一会員 

私はロータリー以外に４つの団体に所属している

が、ロータリーの例会は楽しく毎週曜日が決まっ

ており生活のリズムが良く予定が立てやすい。こ

れからも頑張りたい。 

大平敏明会員 

昨年は 100％例会出席を目指すと自ら発言した。

美味しいご飯が目的、新たに会報の担当となった

ことや、Zoom 例会も出席率アップに繋がった。 

今川隆会員 

３年間の青少年奉仕委員長や、２年前は幹事を経

験したこと、そして RAC 例会出席の MU カウン

ト、同年代会員の入会も出席率アップに繋がって

いる。コロナ後は東京 RC メークアップも経験し

たい。 

鈴木直登会長あいさつ 

さあ いよいよ東京オリンピックの開幕です。と

高らかに言う時になりました。が私全くそんな気

になりません。新型コロナの更なる拡大とインド

型の感染拡大が大きな問題になっています。そこ

に持ってきて開会式の楽曲担当の小山田氏、続い

て絵本作家のぶみ氏の役職辞任。このお二人は他

人に対する言葉や態度に大きな問題があったと報

じられています。一般の人なら表には出ないこと

も著名人になるとそうではなくなる。噂の時代は

今はもう噂ではなく SNS というものに載ってど



こまでも進んで行く。 

話は変わりますが朝

の連続テレビ放送毎

日楽しみにしていま

した。宮城県登米市の

森林組合が舞台でし

た。主人公は月曜日か

ら気候予報士として東京が舞台となってしまいま

したが杉・桧に囲まれた生活を送っていました。

今金属が高騰、杉材も高騰していることですが山

の木は「ハイすぐにご用立て」とはいきません。

伐採した後をどうするか、まで計画をしておかね

ばなりません。今杉の新しい用途が出来ました。

脱酸素社会に大きく貢献するとのことです。「改質

リグニン」を生産する世界初の実証プラントが常

陸太田に完成しました。機会があったら会社を訪

問してみませんか。 

福田文乃幹事報告：國井美香さんよりご母堂様告

別式の礼状届く。茨城海岸美化プロジェクトチラ

シ配布、世話クラブ・準世話クラブ・学友会合同

セミナー開催案内／８月８日 10:00～つくば山水

亭、ハイライトよねやま、WCS プロジェクト「こ

の指とまれ」事業のネパール支援への協賛御礼、

全国囲碁大会案内／10 月 2 日、更生保護賛助会員

協力依頼、例会後の臨時理事会開催案内 

委員会報告：茨城海岸美化プロジェクト実行委員

会報告／大髙司郎委員 

「茨城海岸美化プロジェクト」について：参加申

し込み７月末（締切までの参加者に Tシャツ贈呈）、

グローバルフォトコンテスト、環境保全 PJ 拠出

金及び委託費（高萩 RC 拠出金 33,000 円、事業委

託費 44,550 円予定）、地球環境保全グローバルプ

ロジェクト前夜祭は９月 11 日会場ホテル テラ

スザガーデン水戸で開催。PJ はグローバルも同時

進行、国内 30地区、世界 76地区で同日開催予定。 

 

【メークアップ報告】 

７／１７ 社会奉仕・ロータリー財団合同研究会  

小谷松政紀、今川隆 

７／１７ 

第３回茨城海岸美化プロジェクト実行委員会 

大髙司郎 

 

【ニコニコ BOX】 

福田文乃さん：夏です。暑いです。ビールがおい

しいです。 

鈴木直登さん：甲子園はやっぱり観客ありで実施

して欲しい。茨城県はベスト 8 に公立校が半分を

占めている。  

大髙司郎さん：コロナ禍の年度、例会出席 100％

会員の皆様、表彰おめでとうございます。ロータ

リーアンとして素晴らしい生き方だと思います。 

鈴木啓志さん：25 日から一週間、書展の審査で上

京します。ワクチン 2 回接種済みですが、少々不

安です。  

棚谷稔さん：毎日暑い日が続いています。熱中症

に気をつけてましょう。  

田所和雄さん：17 日(土)に山形県の鳥海山(2236

ｍ)に登山してきました。朝 4 時出発、夕方 5 時下

山で 13 時間の行程。極限状態でした。 

小森勇一さん：暑中お見舞い申し上げます。歳と

ともに暑さがこたえます。 

佐藤利雄さん：東京オリンピックが 58 年ぶりに

開催されます。選ばれし者の健闘を祈る。  

石君平さん：前年度、例会 100％出席の方おめで

とうございます。  

江尻寛さん、沼田操さん、大河原浩さん、今川隆

さん、平野浩司さん、大平敏明さん、滝徳宗さん 

本日計  １７，０００円 

累計   ５５，０００円 

 

【ロータリー財団】 

本日計   ７，０００円 

累計  １３４，４３０円 

【ポリオプラス】 

本日計       ０円 

累計   １１，９１０円 

【米山記念奨学会】 

本日計   １，０００円 

累計   ６２，０００円 

 


