
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間   今月：疾病予防と治療   来月：職業奉仕 
 

12 月 8 日例会 『半年回顧』  
各委員長報告 
 
会員組織委員会：大河原浩 
会員組織委員会に求められていることはやはり

会員増強に尽きると思っております。 
ご存じの通り、上半期、当クラブには未だに 1
名も増強がありませんので、下期に向けて会員増

強を頑張っていく必要があります。 
また、当クラブでは未だに未登録の職業分類があ

り、今後の会員増強を進めていく上で、例えば介

護・保険・飲食・農業などの未登録分野の会員

開拓も考えながら進めていく必要があると思い

ます。 
下半期に向けて会員増強が達成できるように、頑

張っていきたいと思います。 
 
クラブ管理運営委員会：大髙司郎 
今年度に入り、例会の出席率が悪化しています。

コロナ禍の影響なのかはわかりませんが、先週メ

ークアップに行った日立 RC の出席率は 64%で

したが、悪い方だそうです。 
当クラブは３割くらいのこともありますので、早

く楽しい例会が再開して出席率が向上すること

を期待します。 
 
プログラム・雑誌委員会：田所和雄 
魅力ある例会のプログラムを考えることが一番

大事だと考えていますが、昨年からコロナの影響

で講師を呼べない状況が続きます。ズームでの卓

話も悪くはないのですが、実際に例会場に来てお

話をしていただくのが一番と思います。 
 

 
 
現在、例会ごとに各委員会にお願いしてプログラム

を組んでもらっていますが、難しいところもあるの

が現状の様子です。プログラム委員会としてアシス

トしていきますが、ご協力宜しくお願いいたします。 
 
出席・ニコニコ BOX 委員会：菱川健司 
出席率を上げるというのが初めに挙げた方針です

が、思ったより伸びていない状況です。みなさんか

らのアイデアをいただける様にお願いします。 
うなぎの時は出席率がよかったので、そんな工夫で

出席していただく様にするのもいいと思います。 
 
公共イメージ向上委員会：小森勇一 
９名に会報を担当していただいているお陰で、仕事

が楽になりました。他のクラブと比べるとホームペ

ージが充実しており、当クラブの良いところと思っ

ています。 
また昨年から高萩 FM を活用して、うまく協力でき

ています。今後も常になにか発表できる様な体制を

考えてもいいと思います。 
作った看板を何かに利用したいと考えています。例

えばやすらぎドームをお借りして、子供達へ読み聞

かせなどの行事などもできるのではないでしょう

か。 
大内教育長とはスピーチコンテストで以前から協力

しているのですが、いまだにライオンズと取り違え

られたりします。ライオンズとの差別化を図るため

に、ロータリー下敷きを作って配るなどはどうでし

ょうか。 
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四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
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職業奉仕委員会：佐藤利雄 
2月16日に高萩の中学３校で出前講座を予定して

います。 
年内中に講師を募集していますので、会員の皆様

のご協力をお願いします。 
 
青少年奉仕委員会：大平敏明 
英語発表会 7 回のラジオ放送が終わりました。初

めての企画でしたが、なんとかやり切りました。 
家族の方からの反応も良く、来年も参加したいと

のお言葉を頂きました。皆様のご協力に感謝いた

します。 
来年の形式は未定ですが、継続してやって頂けれ

ばと思います。 
 
SAA：石君平 
例会の雰囲気を盛り上げるために、出席率の向上

が必須であると思います。３分間スピーチに関し

ても引き続きお願いします。 
例会のオンラインも技術的な部分の引き継ぎをし

ていただき、今後オンラインの参加者が増える様

にしていきたいと思います。 
 
 
【会長挨拶】 
１２月４日土曜日午後６時から第１分区の会長幹

事会が開催されました。席上、鈴木稔ガバナー補

佐からガバナーの公式訪問が終了したこと、１１

月３日に行われた「海岸美化プロジェクト」の御

礼がありました。 
それに続き、上半期の会員状況の進捗状況があり、

各会長から発表がありました。 
当クラブも上半期今のところ“０”の報告です。

日立クラブを除く各クラブ厳しい会員勧誘状態が

続いています。 
ロータリー会長賞獲得への確認状況につきまして

は後ほど幹事から報告をさせて頂きます。 
そして５番目に２０２４－２０２５年度ガバナー

に向けてのデシグネートの件について鈴木補佐か

ら報告があり、当クラブの大髙さんを推薦し、各

クラブ挙げて応援していこうとの提案がされ、皆

さんから力強いお言葉を頂きました。改めて私た

ちも気を引き締めて行きましょう。 
本日は半年回顧です。各委員長宜しくお願い致し

ます。 

そして報告があります。１１月２４日の理事会に

て福田幹事の退会が承認され、それを受けクラブ

細則に基づき後任の幹事を小森勇一さんにお引受

け頂きました。小森さんありがとうございます。

皆さん宜しくお願い致します。 
 
【幹事挨拶】 
大髙さんをガバナーに推薦する大切な時期に幹事

の後任の依頼を頂き、大変光栄にお引き受けいた

しました。宜しくお願いいたします。 
 
＜ロータリー賞獲得についての現況報告＞ 
今年は 25 項目の目標のうち、13 項目を選択し達

成する必要があります。 
現在当クラブでは９項目を達成しているので、以

下の未達の項目から４項目を達成する必要があり

ます。ご協力をお願いします。 
 
会員増強：純増２名 
奉仕活動参加：参加者の増加 
新会員推薦：下期１名以上の推薦 
地区大会への参加：15 名以上の参加 
財団の寄付：1200 ドル追加 
ポリオ基金への寄付：340 ドル追加 
ベネファクター：1000 ドルの寄付者１名 
RYLA への参加：２名登録 
親睦活動：下期に親睦活動を計画 
 
【３分間スピーチ】大髙司郎会員 

 



三分間スピーチをする機会をいただきましたので、

私が委嘱されている保護司についてお話をさせて

いただきます。保護司の身分は法務大臣から委嘱

を受けた非常勤の国家公務員ですが、基本的には

無給、つまりボランティアです。犯罪歴という極

めて個人的な情報を扱うため、守秘義務もありま

す。私は５５歳で委嘱を受けてから 14 年が経過

しました。 
一般的には「保護司ってどのような団体であり、

地域社会で何をしている」のかを知らない人が、

まだ大勢いると思います。当時の私もそうでした

が、調査対象の 85％の人は「保護司がどのような

活動をしているか知らない」と回答しています。 
保護司の主な仕事は ①保護観察対象者の指導監

督援助 、②生活環境の整備、 ③犯罪予防活動 

の 3 つです。 
保護観察官と連携しながら犯罪者や非行少年らを

指導、援助するほか地域社会で防犯活動を行って

います。 
保護司の定数は、保護司法で全国で 52,500 人と定

められていますが、実人員はそれよりも少ない状

況です。「地縁での人材確保が困難」になり、全国

的に保護司の平均年齢が高齢化して担い手不足と

なっています。茨城県内の保護司定数は 969 人に

対し 11 月末で 897 人、充足率は 92.5％、平均年

齢は 66.6 歳と高齢化も進んでいます。 
私が所属する北地区保護司会（高萩市域、北茨城

市域の 2 市域）は定数 35 名に対し現在 35 名、充

足率は 100 % です。高萩分区会は、高萩市域担当

の高萩市在住保護司で構成されており定数は 14
名で充足率 100％。現在、県内で充足率が 67%と

最も低い水戸地区では一人の保護司が多くの保護

観察対象者を担当する現状のようです。 
保護司になると年３回の定例研修や矯正施設、少

年院の視察等があります。我が国最大の東京拘置

所、府中刑務所、水戸刑務所、八王子医療刑務所、

宮城刑務所、福島刑務所、喜連川社会復帰センタ

ー、市原刑務所、少年院等多くの施設を視察して

きました。 
余談ですが、成人の受刑者一人当たり一日の食費

は 530 円、主食 10 ０円（米 70％：麦 30％を混合）

副食費は 430 円位だそうです。 
 
 
 

【幹事報告】 
1．12 月為替レート 114 円 
2．IM 開催のお知らせ 
3．名誉会員 國井美香会員より喪中連絡 
4．勿来 RC より週報が届く  
5．保護司会より広報誌届く 
6．ボーイスカウト運動へのご支援のお願い 
 
【メークアップ】 
１２／４ 第３回第一分区会長・幹事会 
     小森勇一、大髙司郎、鈴木直登 
１２／６ メジャードナー顕彰午餐会 2021 
     大髙司郎 
 
【ニコニコ BOX】 
佐藤利雄さん：早いもので師走月に成りました。

田所和雄さん：昨日の市議会で高萩市観光振興計

画と花貫渓谷紅葉まつりについて、花貫川・関根

川の洪水対策について、一般質問をしました。１

週間後には市議会の HP にアップされます。 
小森勇一さん：国勢調査確定値で、茨城の人口全

国 11 番目です。47 番目ではありませんね。 
大髙司郎さん：12 月 6 日、メジャードナー午餐会

が開催され、新たに 3 名の AKS 入会式がありま

した。  
石君平さん：鈴木年度、クラブ内も外もいろいろ

ありました。後半も頑張りましょう。  
江尻寛さん、鈴木直登さん、大河原浩さん、菱川

健司さん、大平敏明さん、滝徳宗さん 
 
本日計  １０，０００円 
 累計 ２ 4 ４，２００円 
 
【ロータリー財団】 
本日計       ０円 
累計  ２５６，１６０円 
 
【ポリオプラス】 
本日計       ０円 
累計   ３８，１７０円 
 
【米山記念奨学会】 
本日計       ０円 
累計  ２００，０００円 
 


