
 
 
 
 
 

 
ロータリー特別月間   今月：          来月： 会員増強および拡大 

 
7月６日例会（ハイブリット開催） 

『  新年度方針  』   
  

[ 2,022~2023 年度大河原年度の記念す

べき例会の船出 ] 
  例会次第により、会長の開会の点鐘、次に 
全員でのソング斉唱、田所親睦活動委員長からの 
お客様紹介、結婚月、誕生月の紹介があり、16
名の出席で例会が開始された。 
［本日のお客様］ 
金澤 好利 様 (日立 RC) 
米山奨学生エンジリスタアナックノルマンさん 
米山功労賞授与式 
大高司郎さん     滝 徳宗さん 

 
米山奨学金授与式               
マレーシア出身エンジさん大平カウンセラー挨拶 

  
新大河原、前鈴木会長・ 
新菱川、前小森幹事バッチ

交換・記念品贈呈式風景 
 

 

大河原新会長ご挨拶 
 
昨年はコロナの

影響が一気に押

し寄せた年であ

りました。特に 
会員数の減少・ 
出席率の低下等 
試練が山積した

年 で あ り ま し

た。逆にとらえると皆さまと耐え忍んできた年で

もあったともいえます。鈴木前会長小森幹事には 
大変苦労された年であったと思います。ご苦労様 
でした。今年度はいままで出来なかった親睦活

動・会員の大幅増強等クラブの基盤強化が優先事

項になります。個人的に考えている事はロータリ

ーに入って良かったと思われる事を一つでも作っ

て行ければと思っています。これから楽しいロー

タリー活動を展開して行きたいと思うので皆さま

のご協力をお願い致します。幹事も多忙な所を菱

川さんにお願いした所です。運営もズーム例会、

朝の例会等いろいろ試行錯誤して行く予定です。

ご協力をお願い致します。 
 
幹事報告 菱川健司新幹事 
1.大野治夫ガバナー事務所より新年度の挨拶か届く 
2. 7 月のレート 136 円 
3. 東海那珂 RC 事務局移転のお知らせ届く 
4.2022~2023 年度セントラル「目標入力依頼」届く 

   

 
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  7 月 6 日 出席報告 

７月 13 日 五大奉仕委員会方針 五大奉仕委員長 会員数 出席者 欠席者 

７月 20 日 委員会方針 各委員長 ２ 5 １ 6 9 

７月２ 7 日 前年度決算・本年度予算／100％出席者表彰 会計／出席委員会 出 席 率 ： 1.00 % 

8 月 3 日 出前卓話(会員増強) 会員増強維持委員会 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 
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5.結城 RC ランドセ

ル贈呈事業報告書届

く 
6..21-22 年度奉仕ア

ン ケ ー ト 調                     

査集計についてご報告が届く 
7.環境保全フォトコンテスト事業概要書が届く 
8..国際奉仕研究会開催の案内が届く 
9.第 1 回職業奉仕セミナー開催の案内が届く 
10.高萩まつり実行委員会開催について 
11.市民憲章推進協議会総会議決報告が届く 
12..訃報(パストガバナー 野堀喜作様のご尊父様 

野堀豊定様がご逝去) 
 
委員会報告其の他 
月信について大高委員より報告 
 大野年度より各人へ配布しない。クラブに 2 部 
 だけ、残りはホームページで見て下さい。 
金澤好利様からお祝いの花束が届いているので新 
大河原会長へ事務局の坪和さんからお渡し下さい。 
花束贈呈 祝大河原新会長就任 

 
 
日立 RC 金澤好利さんご挨拶 

日頃はロータリー 
活動、お世話にな 
っております。 
大河原新会長、 
大高ガバナーノミ 
ニ∸ おめでとうご 

ざいます。10 年前からの高萩 RC とのかかわり 
を話されました。藤居ガバナー誕生秘話 (略) 
二人のコンビに祝意を述べられ、過去のスピーチ 
集を大河原会長に贈呈されました。 
 
 
 
 

［本日のプログラム］ 
大河原浩新会長新年度方針 
このたび、2022-23,年度、高萩ロータリークラブ 
の会長を拝命致しました。2014 年 8 月入会の若輩 
の身でございます。精一杯努力してまいる所存で 
すのでよろしくお願い致します。 
ところで、2019 年に始まった新型コロナの影響が 
ロータリー活動、皆様の企業活動にも多大な影響 
を与えていると思いますが、健康に留意されご 
家族、社員の皆様の更なる発展を祈念致します。 
さて、本年度のＲＩ会長「ジェニファー・ジョー

ンズ」氏のテーマは「IMAGINE ROTARY」と

されました。また「多様性・公平さ・インクルー

ジョン」（DEI)を最優先されており、ジョーンズ

氏は講演の中で、世界にもたらせる変化を想像し

て大きな夢を描き、その実現のためにロータリー

の力とつながりを生かすよう呼びかけました。 
また、果たしがいのある責任を会員が担える事が、

会員の積極的な参加を促し、その為にはロータリ

ーの「適応と改革」が必要だと述べております。 
つまり、会員がクラブの活動に積極的に参加した 
くなる環境を整えることが会員の維持、クラブ運 
営にとって重要である。と述べています。 
また、大野治夫ガバナーは、今年度の地区スロー

ガンを「enjoy life～人生を楽しむ～」と定めら

れ、地区目標を、 
「一人一人が想像力を持って奉仕する」と定めら

れました。そしてガバナー方針の中で、 
ロータリーに入り、自分の人生はとても充実して

いる。ロータリーに入り、かけがえのない友人を

得る事が出来る。ロータリーに入り、人のため、

社会のために役立つ事が出来る。それが、 
ロータリークラブではないでしょうか。 
大いに楽しみながらロータリー奉仕活動をしまし

ょう。と述べております。 
さらに、会員の皆様はご存じのことですが、当ク

ラブよりガバナーを初めて輩出することになり大

髙司郎会員がガバナーノミニーとなられました。

ガバナー輩出は当クラブで初めてのことであり、

クラブにとって大きな転機をもたらすものでしょ

う。ガバナー年度となる 2024-2025 年度は、クラ

ブを創立してから 54 年目であり、クラブの歴史

を、若手会員へつなげる節目となるものと考えま

す。これらを踏まえ、私は、今年度のテーマを 
「次の時代・つなげる原動力・そして地域へ」と



致しました。また「ガバナー年度」のホストクラ

ブを迎えるにあたって、当クラブとして原動力を

培うことが重要であり「原動力」とは、具体的に

は、ロータリー活動を会員が楽しめること、そし

てクラブと地域社会とのつながりを強化すること、

そして会員が我がクラブに所属することを誇りに

思えること、そして会員増強です。その為にも、

高萩ロータリークラブの活動に参加したすべての

人に、特別な体験を提供する必要があります。例

えば、「個人的・職業的に成長する体験」や、「市

民・団体などと協力する体験」や、「活動の成功を

仲間と分かち合う体験」などです。来たるガバナ

ー年度に向かって我がクラブの歴史をつないでい

きましょう。1 年間よろしくお願いいたします。 
基本方針 
1、「IMAGINE ROTARY」のテーマを理解し実

践する。未来を描き行動し実現する。 
2、地区スローガン「enjoy life～人生を楽しむ 
地区目標「一人一人が想像力を持って奉仕する」 
を受けて、ロータリー活動の充実を目指す。 

3、地域社会とつながる新たな奉仕活動を創造し、

クラブの活力と認知度向上を目指す。 
4、例会プログラムを充実させ、魅力ある例会を目

指す。 
5、ガバナー年度に向けて原動力を養う。 
基本計画 
１.  ロータリー賞を目指し、地区目標の達成に努

める。 
２.  会員の維持と増強に努め、純増４名以上を目

標とする。 
３.  例会プログラムのマンネリ化からの脱却。外

部卓話者の充実。朝一例会の実施し楽しい充

実した例会にする。 
４．社会奉仕委員会を中心に、「I♡高萩フォトコ

ンテスト」を計画する、2023-24 実行年度に

は、新たな地域奉仕活動として展開し地域の

発展に寄与する。 
５．職業奉仕委員会を中心に、出前講座を継続事

業として、開催方法、職業幅等の検討をする。 
６．親睦活動を充実し、家族の絆を大切にする。 
７．青少年奉仕委員会を中心に、英語プレゼンテ

ーション大会、柔道大会を開催し、ローター

アクトの理解と支援に努める。また新たな青

少年奉仕事業の展開に向けて研究をする 
８．国際奉仕委員会を中心に、国際社会の理解に

努め、ポリオ根絶等、RI、地区の活動に協力

する。 
９．ロータリー財団委員会を中心に財団の寄付達

成を目指す。（普通寄付 150＄・ポリオ 30＄） 
１０．ベネファクター１名以上の支援目標を達成

する。 
１１．地区補助金事業の見直しを研究する 
１２．米山奨学会への寄付目標は、１人 25,000

円以上（普通寄付5,000円、特別寄付20,000
円）とし、米山奨学生を受け入れる。 

１３．第 1 分区内を問わず、他のロータリークラ

ブへのメーククアップを推奨する。 
最後にＲＩ会長「ジェニファー・ジョーンズ」氏

は講演の中で、各会員の参加を促すための適切な

“部品”を見つけることを、私たちの中心的な役

割とすべきです。と話しており、クラブは会員に

とっての心地よさに配慮することが大切だと述べ

ておられます。会員それぞれに、心地よさを感じ

る「部品」は違いますが、ロータリーでの参加型

の奉仕、人間的成長、リーダーシップ開発、生涯

にわたる友情などが、その「部品」であり、 
それらを提供できてこそ、会員に目的意識と熱意

が芽生えるだろうと言っています。 
クラブが会員に対して奉仕できないのであれば、

地域社会への奉仕もできない。会員にとって心地

よい場所とし、会員への気配りがなければ、ロー

タリーの力を本当の意味で理解してもらうことは

できない。とも述べられております。 
これは私が、ジェニファー・ジョーンズの発言の

中で、特に印象に残った言葉です、特に、最後の

文章は、とても強いメッセージを感じざるを得な

いですが、でも、私もその通りだと思います。 
会員の皆様のご理解とご協力が必要です。皆様と

力を合わせて、素晴らしい一年間にしていこうと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
菱川幹事挨拶 
会長の基本計画に沿って努力する積りですが 
基本計画の 3 番目にあるように例会のマンネリ化 
の脱却で試行錯誤しています。会を運営するにあ

たり皆様のアドバイス・アイデアのご協力もお願

い致します。処理能力にも限界あり事務局にお世

話になるかと思います。よろしくお願いします。 
SA 江尻委員長からのご連絡 
後方の席に友愛コーナーを設けましたので、ご歓

談にご利用下さい。 



会長からの追加連絡 
次週例会の件 新年度より第 2 週の例会は朝の 
例会となります。時間は 7:30~8:30 分 
会場は「やさい畑」市民センターの隣りです。 
理事会も変更になります。 
第 4 週(最後の週)19 時よりズームで行います。 
 
【メークアップ】 
６／２５ 第５回ガバナー補佐・総括委員長会議 
     大髙司郎 
７／１  クラブ奉仕研究会準備会 大髙司郎 
７／３  海岸清掃  

鈴木啓志、江尻寛、小森勇一、 
大髙司郎、石君平、田所和雄、 
大河原浩、今川隆、岡田拓也、 
菱川健司、大平敏明、滝徳宗 

 
【ニコニコ BOX】鈴木国男委員長 
金澤好利様：大河原会長、ご就任おめでとうござ

います！今年一年宜しくお願い致します。 
大髙ガバナーノミニー、ご就任おめでとうござい

ます！ガバナー年度までの準備期間となりますが

仲良く１年間楽しんでいきたいと思います。皆様

どうぞよろしくお願いします。 
鈴木直登さん：いよいよ大河原年度のスタートで

す。ジェニファーさんも言っています。ストーリ

ーを作っていきましょう。 
大髙司郎さん：大河原年度のスタートを祝して。

金澤好利様、本日はようこそお越し下さいました。

石君平さん：大河原会長・菱川幹事よろしくお願

いいたします。誕生月です。83 歳になります。 
石平光さん：新年度発足、大河原新会長就任誠に

お目出とうございます。 
小森勇一さん：大河原年度のスタートおめでとう

ございます。金澤好利さん、ようこそいらっしゃ

ました。大髙さんガバナーノミニーの就任、第

2820 地区の未来に向かってがんばって下さい。 
江尻寛さん：今年度 SAA です。よろしくご協力

のほどお願いいたします。 
大平敏明さん：新年度になりました。１年間よろ

しくお願いします。 
鈴木啓志さん：いよいよ大河原年度のスタート、

お祝い申し上げます！ 
田所和雄さん：大河原会長・菱川幹事、１年間宜

しくお願いします。頑張って下さい。 
鈴木国男さん、今川隆さん、菱川健司さん、 
平野浩司さん、滝徳宗さん 
本日計  １４，０００円 
 累計  １４，０００円 

 
【ロータリー財団】 
 
本日計  ３５，８７０円 
累計   ３５，８７０円 
 
【ポリオプラス】 
 
本日計       ０円 
累計        ０円 
 
【米山記念奨学会】 
 
本日計  ２０，０００円   
累計   ２０，０００円 
【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆ 
７/２３   石 君平さん 
宜しくお願い致します。 
大河原浩さん：いよいよ始まります。菱川幹事と 
 


