
 

 

 

 

 

 

ロータリー特別月間        ６月：ロータリー親睦活動    ７月： 

６月 15日例会（ハイブリット開催） 

『 次年度への引継ぎ 』 
   

鈴木直登 会長挨拶 

１８歳の女子学生に飲酒させたとして吉川衆議院議員

に辞職を求める意見が出ています。又細田衆議院議長のセ

クハラ疑惑も報道されています。お二方とも記者会見等はし

ないようです。高萩市では市会議員の辞職がありました。驚

いています。   

現在私は、市長から委嘱

を受けて農林課所属の「常設

委員」という仕事を与えられて

います。高萩には常設区が２

２あります。この仕事は農林

課・建設課に係る仕事を居住地の住民と共に「住みよい地

域」にするために昭和３８年に制定されたものです。任期は

４年来春３月で任期満了となります。 過日、３団体合同

例会で大月部長から市の財政状況の講話を戴きましたが、

歳入歳出の厳しい状況をお話なされました。こうした状況を

踏まえ市道の草刈りに地域の方々の賛同を頂けないものか

打診がありました。６月５日のことです。  市道２１３号

線。大能の物産センターから高萩カントリークラブまでとカントリ

ークラブから上君田十文字までの道路です。私は私の責任に

おいて7日に回覧板を作り、地域の人たちに呼びかけました。

ところが「なぜこうゆうことをするのか。本来こうした作業は市が

すべき作業であるだろう」等々係に電話があり、市会議員も

入って大騒ぎとなってしまい 私としては、 

何ら問題はないものと思っていたのに？？？の３日間でした 最

終的には８８歳の大先輩から５０歳までの１７人が賛同して

来月１７日に作業実施に向け準備をしているところです。 

 

小森勇一 幹事報告  

１：６月２０日（月）１９時よ

り新年度の理事会を ZOOM で開

催 ２：７月９日（土）地区ク

ラブ奉仕研究会がホテル東雲で開

催 ３：高萩ライオンズクラブの創

立５０周年記念誌を受理しまし

た。 ４：アジサイロードの草刈りを北方の皆さんにお願いしてい

たが、終了の報告をいただきました。 

５：２０２３‐２４年度のガバナー補佐に高萩ロータリークラブ

から就任する予定でしたが 大髙司郎ガバナーエレクト年度にか

かるので、２５－２６年度に延期してくれるよう 

今年度、次年度ガバナー補佐に要請することに理事会で決定し

た。 

６：名誉会員国井美香さんのリサイタルが、７月１０日開催さ

れる。 

７：高萩市市民憲章協議会総会が、書面決済で開催、議案

書受理 

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当 ６月１５日 出席報告 

６月２２日 一年回顧 会長・幹事 会員数 出席者 欠席者 

６月２９日 年度末例会（夜の例会） 親睦・家族委員会 ２９ １３ １３ 

７月 ６日 新年度方針 会長・幹事 出 席 率 ：  １００  % 

７月１３日 ５大奉仕委員会・委員会方針 各委員会 前々週訂正 ：  １００  % 
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＜本日のプログラム＞ 次年度への引継ぎ 

大河原浩会員組織委員長  

3委員会と連携して実施してきた所であります。 

次年度も 3委員会と協力して実施してほしいと思います。 

小森勇一ロータリー情報研修委員長 

１ 今年は、新入会員が、松本雅史会員のみで、会社の異

動による再入会で、新会員のオリエンテーションは行いませんで

した。 

２ 会員の皆さんへの情報提供、研修をもっと実行すべきでし

たが十分ではありませんでした。 

３ １０月２０日例会は、国際ロータリーの細則１２条の

規定に基づき、ガバナーノミニ―・デジグネート の推薦をすると

いう、重要な例会でしたが、その意義を十分に自覚するための

情報を提供したとは言えませんでした。 

４ 新年度にはそうしたことを踏まえ 

(1)新加入会員のオリエンテーションを強化していきたい。 

(2)会員に対する情報提供ついては、ガバナーノミニ―のホスト

クラブとして、地区に関する情報提供をさらに詳しくまた研修も

進めたい。 

 

鈴木直登業分類会員選考委員長 

対象になる新人がいないまま終わってしまいそうです。当委員

会が活発になるよう願っています。 

 

大髙司郎クラブ管理運営委員長 

活動方針「プログラム・

雑誌」「出席・ニコニコ

BOX」「親睦活動・家

族」「公共イメージ向

上」の４委員会で構成

されている。クラブの効果的な管理運営に関する活動を実施

する委員会であり、会長方針を理解し、各委員会が潤滑に

運営されるよう補佐に努め、目標達成に向けた活動をバックア

する。  

 事業計画 

ロータリー賞：2020-21 年度（田所年度）受賞「5 年連

続受賞クラブ」となる。2021-22 年度においても受賞が見込

まれ「6 年連続受賞クラブ」となる。今後も連続受賞を目指そ

う。 

会員の出席意欲を促すような例会プログラム（マンネリ化

廃除）を立案：プログラムに工夫もみられたが、例会のマンネ

リ化排除とはならなかった。次年度に向けた課題が残る出席の

奨励： 当クラブ初の Zoom理事会は 2020年 5月に開催、

2021年2月からはハイブリッド例会を採用。以後、毎回、オン

ライン（ハイブリット）例会を開催するも出席率の維持・ 

向上には繋がらなかった。回を重ねるごとに低下する例会出席

率は、次年度にも課題を残す。 

会員同士の親睦と交流が不可欠：コロナ禍ということで、や

むを得ない判断だが親睦の開催が少なく会員間の交流に欠け

た。そろそろ。 

週報の発行通じタイムリーな情報に届けるよう充実を図る：

地区内でも最も充実しタイムリーに発行ができている。委員会

メンバーは表彰に値する。個人情報にも注意しながら継続す

る。 

奉仕活動をホームページや SNS（Facebook等）で積極

的な広報を図る：Facebook の管理人登録３名中、１名

で運営。結果、回数も少なくユニークさに欠けた。会員の「いい

ね」などが少なく会員の理解も得られなかった。管理人全員の

運営体制を希望する。 

My ROTARY の全員登録（100％）：昨年度の

90.9％から 5 月に 100％クラブとなり、地区大会において「ガ

バナー表彰」を受賞した。今後はロータリー情報や推進ツールと

して最大限に活用してほしい。地区の会員向け支援として 8

月 7 日（日）My ROTARY 活用セミナーを Zoom 開催す

る。 

田所和雄プログラム・雑誌委員長 

事業報告： 

 クラブ運営を円滑にする年間プログラムを編成し、魅力ある

充実した例会にすることを目標にし、また会員の関心を呼ぶ有

益な卓話の企画・実施を目指しました。 

 コロナ対策のため、８月から９月末までは、休会、ＺＯＯＭ

の例会となり、年間を通してプログラムの変更を余儀なくされま

した。卓話については、日立ＲＣの鈴木茂美様、藤居彰一

様、外部卓話では、経済については、中野光雄様、健康につ

いては、道上俊夫様、職業奉仕では、小林正次郎様、３団

体合同例会では、市役所の大月隆行様に、有意義な卓話を

いただきました。「ロータリーの友」の購読・読了啓蒙については、

うまくできなかったのが反省点です。 次年度プログラムについて

は、より一層の卓話の充実、外部卓話の活用を図り、新たな

発見のある魅力ある例会にすることが課題であると思います。 

鈴木国男親睦活動・家族委員長 

親睦活動・家族委員会としてはコロナの影響が出ているところ

です。やれたのは観桜会くらいで、家族を含めたのは殆ど出来

なかった。ゴルフのほうも対外的なものはキャンセルしています。 

結婚記念日・誕生祝については、お花が届いてると思います。

来年度はコロナの収まり次第に掛かるとおもいますが家族を交

えて楽しくやりたいと思います。 

 

 



小森勇一公共イメージ向上委員長 

１．９名の委員を配置してもらい、余裕をもって会報作成が

できました。 

２．そして、ホームページに敏速に掲載し、大変良かったと思

います。 

３．内容的にも充実した会報ができました。 

４．司会多くの方に読んでもらえたかという点では、さらに工夫

が必要と考えています。読んでくれるだろうと期待するだけでなく、

読んでもらえるよう積極的な働きかけをしたいと思います。 

５．そのほか、ロータリークラブの公共イメージを高めるために、

何が必要か、昨年１１月１７日の例会プログラムで、提起し

ましたが、引き続き、幅広く考えていきたいと願っています。 

菱川健司出席／ニコニコＢＯＸ委員長 

活動方針 

①出席率の向上を図るため、例会のみならず、あらゆるロータ

リーの会合に出席することを推進する 

②会員相互の友情親睦のため他委員会と協力し出席を促し

出席率向上に努める 

③ニコニコＢＯＸ委員会の長い歴史と伝統を理解し社会奉

仕活動に協力出来るようにする。 

事業計画 

1：例会ごとに出席者数・率を発表する 2：年間１００%

出席者を表彰する 3：メイクアップやクラブ行事会合への参

加を推進する 

4：欠席の多い会員には、文章、メール等で出席促す 5：

欠席する場合は、前日までに事務局へ連絡を徹底 6：ニコ

ニコＢＯＸ拠金目標を 80 万とする。７：祝・喜び・ユニーク

な言葉に拠金を添えて発表し、楽しい例会とする。 

今川隆ロータリー財団委員長 

事業報告 

1,補助金を有効に活用し、青

少年奉仕と協力して事業を達

成出来た 

2,1 会員あたり１３０ドル，

ポリオプラス 1会員あたり 20 ド

ルの目標達成出来た。 

 

3,ベネファクターの寄付も頂けた。 

次年度へ申し送り事項 

目標は達成出来たが一人一人は十分でない現状。 

より効率的に集める方法を模索出来ればと思う。 

例会欠席会員にも財団寄付を理解して、勧奨したい。 

石君平ＳＡＡ委員長 

事業報告 

１．例会場に国旗、ロータリーの旗、RI 会長テーマを簡単に

設置できるようにした 

２．事業計画ゲスト・ビジターへの対応接遇、到着時間確認 

不十分 

３．交流のため着席位置の工夫、次年度へ 

４．3分間スピーチ前半 10 名、Zoom で中断 

５．例会のオンライン運営、PC 設定等、担当者の拡大、実

施内容事前打合せの検討は次年度へ引継 

 

【メークアップ】 

６／９ 会員基盤向上セミナー準備会 大髙司郎 

 

【ニコニコ BOX】 

石君平さん：次年度への引継ぎ例会となりました。いよいよ大

河原年度のスタートです。 

田所和雄さん：昨日、市議会の一般質問が終わりホッとして

いるところです。一週間後には市議会の HP にアップされますの

で見てください。  

大平敏明さん：土曜日に 1年 2 ヶ月ぶりにゴルフをやりました。

プレーよりも屋外でマスクを外しての会話が新鮮でした。  

鈴木直登さん：雨は仕方ないにしても、冷気、寒気が野菜の

育成に大きな影響を与えている。  

大髙司郎さん：クラブ管理運営委員長として、一年間お世

話になりありがとうございました。課題は次年度に引継ぎます。  

石平光さん：ウクライナ戦争未だ終結せず。RC の紛争予防

の理念はお題目だけか？領土拡張の独裁者には通用せず力

の世界に戻るのは残念です。  

小森勇一さん：新年度に向けて、よろしくお願致します。               

鈴木国男さん、江尻寛さん、今川隆さん、菱川健司さん、滝

徳宗さん 

 

本日計  １２，０００円 

 累計 ４４２，２００円 

 

【ロータリー財団】 

本日計 １０８，１８８円 

累計  ５２５，６７８円 

 

【ポリオプラス】 

本日計  ２２，０００円 

累計   ７７，７３０円 

 

【米山記念奨学会】 

本日計 ７０，０００円 

累計 ４２８，０００円 


