
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間     今月： 職業奉仕    来月： 平和構築と紛争予防 
１２月２２日例会より 

『卓話 県政報告 2021 年 』 岡田拓也 会員    

 
 

議員提案政策条例と議会改革 
 皆さんこんにちは。例会において話をする時間

をいただきありがとうございます。 

 今日は議員とは何か、議会改革、議員提案条例

についてご紹介させていただきます。 

 一般的に議員の仕事というと予算の審議をし

うるところです。また、各委員会には調査権が与

えられていたり、大きな人事には最終的には議会

が承認するという大事な役割があります。議員の

大きな役目としては、地元の皆さんの声を聴い

て、行政に届けるという役割がありますが、今日

ご紹介するのは、地方議員の法令制定権について

です。条例を地方議会で提案して制定する事がで

きます。議員提案で制定される条例は、全国でも

年間１５０～２００件位ですが、私たちは条例制

定をチームで取り組んでいるところです。 

  

 

 

 
 

  
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  １２月 ２２日 出席報告 

 休会 
 

年頭所感 会長・幹事 会員数 出席者 欠席者 

１月１９日 卓話（福祉施設長様講話） 職業奉仕委員会 ３１ １５ １３ 

１月２６日 休会（１月２９日振替）  出 席 率 ： 100 % 

１月２９日 第１分区 ＩＭ 日立 天地閣 会長・幹事 前々週訂正 ： 100 %  
事 務 ８月２５日所 ： 〒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 ： 鈴木直登 

幹    事 ： 小森勇一 

■URL  ： https://www.takahagirc.jp 例    会 ： 毎週水曜日 12:30～ 13:30  

■E-Mail ：takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp  公共イメージ委員: 小森勇一 大河原浩 大髙司郎 

棚谷稔 田所和雄 石平光 今川隆 大平敏明 滝徳宗 
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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 



 茨城県議会が、議会改革度順位で全国２位にな

りました。今年は、日曜議会を１２月定例会で初

めて開催ました。高校生や大学生が傍聴できると

いうことで、二年ぶりに傍聴者がたくさんいらっ

しゃいました。 
 ヤングケアラー問題に関して、大学生や高校生

の方々から意見を聞くことが出来ました。 

 
平成１７年に、初めて議員提案の屋外広告物に

関する条例を制定しました。２８年には、犬猫殺

処分ゼロを目指す条例を制定しました。 
今日は、本年制定した、ケアラー・ヤングケア

ラーを支援する条例についてご紹介します。 

 

 
・ケアラーは小学生から９０歳代まで幅広い年齢

層に存在していると思われる。 
・家族や近親者だけではケアが不足し、また、継

続が難しい状況が慢性的になっている。 
・ケアラーを襲う問題は、「閉塞感」「今後の生活

不安」ではないか。 

 

 

 

 
 我々は、行政として、県として、市町村として、

まずは相談体制を作り、学校にも啓発するセクシ

ョンを作る。周りが助ける環境を作っていくとい

う事です。 
困っているものを何とか良かったに変えるとい

う事を議員の仕事だと思い、これまで活動してき

ました。これからも皆さんの声をお聞きしながら、

地元の振興も重要なことですので頑張って努めて

参ります。今日はありがとうございました。 



＜会長挨拶＞  鈴木直登会長 

 
今日はロータリーの友１２月号の RI 会長シェ

カール・メータ氏のメッセージを読んでみます。

抜粋です。 
新型コロナの世界的なパンデミックによって今

もなお人々の命が危険にさらされているこの状況

下において、公衆衛生は人々の関心事です。マス

クを着用しソーシャルディスタンスを保つように

なった今、人々は医療従事者の役割や責務につい

て以前よりも詳しく知るようになりました。しか

し、疾病との闘いは世界中のロータリアンが何十

年も前から尽力してきたことであり、ロータリー

の７つの重点分野の一つでもあります。 
ロータリアンは、健康と幸せは他人の権利だと

信じています。それなのに、世界中で４億人の人々

が基本的な医療サービスを受けられない状況にあ

ります。私たちは医療体制の整っていない地域で

診療所や眼科病院、血液バンクを設立する活動を

行っています。これらは全て、恵まれない人びと 
に重要なのは医療へのアクセス、予防、そして

啓発活動であるという信念に根差しての行動です。 
ロータリアンはここ１０年間で医療従事者や政

府職員が１０カ国で２５０万人の人々に無料で診

察を提供してきました。中略・・・・ 
 誰もが健康で長生きする権利があります。みん

なの人生を豊かにするために奉仕すれば、今日の

あなたの行いがとの誰かが長生きするのです。 
この活動の資金にこそロータリー財団グローバ

ル補助金が活用されています。 
皆さん財団への理解と協力をお願い致します。 

 本日は、今年最後の例会となります。どうぞ皆

様、良いお年をお迎えください。皆さんにメール

で花の写真を送ってありますが、今日ご自宅にお

花が届くと思います。英語で良いお年をというメ

ッセージをつけてあります。どうぞよろしくお願

いいたします。 
 

＜３分間スピーチ＞  佐藤利雄会員 

   
 今日は「四つのテスト」について、自分なりに

思っていることをお話します。職業奉仕を担当し

ているので、ネットで経営について、解釈につい

て調べてみました。四つのテストは、職業人とし

ての今後の生き方を示しており、会社経営でいえ

ば経営方針、社是のように思います。 
シカゴＲＣの会員であるハーバート・Ｊ・テー

ラーが、１９３２年の恐慌のとき、倒産に瀕して

いた会社の再建を要請され社長に就任し、正しい

営業活動を行えば必ず会社再建ができると考え、

「四つのテスト」を示したという事です。そして、

見事に事業を再建回復させたそうです。 
自分も会社経営についていた時には、仁・智・

礼を理念としていましたが、「四つのテスト」は、

職業人の心構えとして本当に素晴らしい言葉であ

ると思います。 
 
【幹事報告】 

   
〇１２月２０日（月）に開催した第７回定例理事

会の議事録をお配りしてあるので、よくご覧くだ

さい 
〇鈴木啓志（赫鳳）会員より色紙を頂戴ししてい

ます。今日お持ち帰りください。欠席の会員には、

明日届けます。 
〇１月２６日の茨城新聞、ロータリー情報館に、

たかはぎＦＭの英語発表会の件を載せます。 
1.ガバナーエレクト事務所年末年始休業のお知ら

せ 
2.第一分区 IM 会場変更のお知らせ  
3.「高萩市くらしのガイドブック 2022」発行のご

案内と協力のお願い 



4.長久保赤水顕彰会会報「飛耳長目」32 号送付に

ついて 
5.バギオ基金 2020 年度事業報告書の送付と基金

への寄付のお願い 
【メークアップ】 
１２／１６ 第 2 回 FT 会議     大髙司郎 
１２／１７ 第 4 回ガバナー補佐・ 

総括委員長会議 大髙司郎 
１２／２０ 第 7 回理事会 
    小森勇一、大髙司郎、石君平、田所和雄、

鈴木直登、大河原浩、今川隆、平野浩司、

大平敏明、佐藤利雄 
【ニコニコ BOX】 
鈴木直登さん：寒さが体にこたえるようになりま

した。ウォーキングに力を入れています。口達者

な人にまけないよう。今年で 42 回目の記念日。

岡田拓也さん：本日は卓話の機会をいただきまし

た。ランチの後ですので、皆さんが眠くならない

よう、お話しできればと思います。 
小森勇一さん：皆様、1 年間ごくろう様でした。

輝かしい新年をむかえてください。  
石君平さん：12 月最後の例会です。一年はあっと

いう間にすぎました。来年は良いことがあります

ように。  
佐藤利雄さん：今日は冬至です。少しずつ日照時

間が長くなります。 
鈴木啓志さん：本日、一人しかいない孫の誕生日

です。8 歳になりました。 
大髙司郎さん：1 年間お世話になりました。どう

か、よいお年をお迎えください。 
江尻寛さん、田所和雄さん、大河原浩さん、今川

隆さん、菱川健司さん、平野浩司さん、大平敏明

さん、滝徳宗さん 
 
本日計  １５，０００円 
 累計 ２７０，２００円 
 
【ロータリー財団】 
本日計       ０円 
累計 ２５９，１６０円 

 
【ポリオプラス】 
本日計       ０円 
累計   ４０，１７０円 
 
【米山記念奨学会】 
本日計 １０，０００円 
累計 ２１３，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


