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８月： 会員増強・新クラブ結成推進

7 月２０日例会（ハイブリット開催）

『 各委員会新年度方針

』

田所和雄 親睦活動・家族委員長

継ぎ事項を認識し、前年度の活動方針及び活動計画を踏襲

活動方針：①家族を含めた会員相互の交流を進め、友

することに致します。ロータリークラブの基本理念を踏まえ、斬新

情・親睦融和を図るため、多くの会員が参加できる親睦の場

性や多様性に留意し、広く多くの人々に親しまれるように努力

を計画する②外部卓話講師等を積極的に受け入れ交流す すると共に、公共イメージを向上させるように努めます。但し、パ
ることにより、ロータリー活動に対する部外者の理解と向上を

ソコン、インターネット関係は苦手なため、出来ないものは出来

図る③、①②により、会員

ないので、知識のある会員の応援をお願い致します。

維持・拡大に努める。

事業計画：活動計画も基本的に前年度と変更なしとします。

事業計画：①親睦活動

①誰でも見られる HP の特色生かして情報発信に努めホームペ

を関連委員会と協調し開

ージの充実と活用を図る。②例会後にクラブ情報をまとめて会

催する。家族を含めた参

報(週報)を作成し HP に掲載する。③クラブの奉仕活動等につ

加の行事（納涼会、観

いて SNS, 一般紙、ロータリー情報館(茨城新聞)、高萩 FM

月会、忘年会、観桜

放送、地域紙、などのメディアを活用し広報に努める。④高萩ロ

会）・会員等懇親会（ガバナー公式訪問、三団体合同例

ータリークラブの広報看板の宣伝に努める。⑤ロータリーの標

会、北茨城ＲＣとの合同例会、年度末例会等）・ゴルフ同

章、バッチ、ユニホーム、等の適切な活用に留意し、ブランドイメ

好会（会員親睦、会長杯、三クラブ対抗、ＬＣ親睦ゴル

ージの向上に努める。

フ）②誕生祝、結婚記念祝の実施。各月の第一例会日

滝徳宗 職業奉仕委員長

に、その月の誕生者及び結婚者を紹介しお祝いする。・誕生

活動方針：会員各自が

祝は、第一例会で記念品を、結婚祝は、結婚記念日に生

各々の職業に誇りを持ち、

花を贈呈する。③例会運営：来訪ロータリアン、外部卓話

事業及び専門職務の道徳

講師等の外来者を歓迎し、例会で紹介する。

的水準を高め、あらゆる職

石平光 公共イメージ向

業に携わる中で奉仕の理

上委員長

想を生かせるようになることを目的とする。そのために以下の活

活動方針：今年度の事

動方針を掲げる。

業計画としては各委員会

①会員各自がロータリーの職業奉仕の理念について深く学び理

要請事項等を考慮しつつ

解する。

基本的には、前年度の引
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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

公共イメージ向上委員会： 石平光、 小森勇一、大髙司郎
石君平、田所和雄、鈴木直登、今川隆、平野浩司、滝徳宗
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

②他の職業や職業人の理念について知見を得る機会を作り、

会員の寄付をお願いする。普通寄付 5,000 円は会費より納

これを通じて、各自の事業・職務の向上へと還元していただく。

入。特別寄付金 20,000 円は皆さまの善意です。

③会員の持っている優れた職業倫理を、社会や青少年へ伝

大河原浩 会長あいさつ

えることを通じ、広く社会へ奉仕する。

本日は第 3 回目の例会になります。先週は、朝の例会参加い

事業計画：①青少年の進路指導や職業選択の学習を支援

ただきましてありがとうございました。皆様いかがでしたでしょう

するため、青少年奉仕委員会と共催で、高萩市内の３つの

か？私は、一日が長く、普

中学校で「出前講座」を行う。②異業種への知見を広めるた

段と調子がちがうな～と感じ

めに、地域企業の職場見学を行う。③職業奉仕月間などの

ました、体はふわふわ、頭は

機会に、外部講師に卓話を依頼する。④職業奉仕の理念を

すっきり、不思議な一日でし

表す「４つのテスト」について、会員の更なる理解と普及に努め

た。また、時間が有効に使え

る。

て、良かったなと思いました。

大髙司郎 ロータリー財団委員長

皆様の感想がありましたら、お聞かせくれたらと思います。さて、

活動方針：ロータリー財団は「ロータリアンが健康状態を改善

最近また、コロナが増えてきております。昨日のことですが、とうと

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

う私の介護の事業所にも従業員にコロナが出てしまいました。

理解、親善、平和を達成できるようにする」ことを使命として掲

通常、高齢者施設には、抗原抗体検査キットが備蓄してあり

げ、世界各地で実施さ

ますので、私の施設でも検査を実施し、感染拡大の有無を確

れるプロジェクトに補助

認したのですが、幸い、施設の利用者さん、そのほかの従業員

金を提供している。ロー

には今のところ広がってはいませんでした。が、時間の問題かと

タリー財団の基本的な

思っております。昨日の段階での、茨城県の発表では、累計

活動を皆様に深く理

感染者数：176,991 名で茨城版コロナ Next（対策指

解して頂くため、財団の

針）：Stage2 県内で新たに新型コロナウイルス感染症患者

実施している活動を広く広報していく。①ポリオ根絶活動の推

（1,127 名）が確認されましたとのことです。

進②地区補助金を活用した地域社会への貢献③「この指と

当クラブでも、このコロナ過茨城県の発表に合わせて、例会の

まれ」事業を通じた国際社会への貢献④公平性の高い財団

開催方法を変えてきましたが、また始めて行く必要があると考

寄付の推進

えています。地区の研究会などの開催も急遽変更されていま

事業計画：財団の年次基金寄付について会員への周知を

す。後ほど菱川幹事から報告がありますが、７月２３日(土)

行い、全員寄付、平均寄付額を達成する。クラブの例会にお

国際奉仕研究会がハイブリッド開催に変更されました。小森委

いて、活動内容を報告し、クラブ員各位の意識の共有化を図

員長よろしくお願いします。

る。①年次寄付を奨励（会員一人当たり普通寄付 150$、

7 月 24 日（日）10:00～ 青少年奉仕研究会は通常開

ポリオ 30＄）②恒久基金（ベネファクター）への会員寄付を

催。8 月 6 日（土）12 時３０分～ 第１回地区職業奉

奨励③PHS（ポール・ハリス・ソサエティ）メンバー会員を奨励

仕セミナーも、今のところ通常開催。全会員対象の 8 月 7 日

④新規の地区補助金事業について計画立案を実行する。⑤

（日）10 時～My ROTARY 活用（勉強会）は ZOOM

11 月の「ロータリー財団月間」に財団関係者の卓話を依頼す

開催となっています。各委員長の皆様におかれましては、今後、

る⑥寄付ゼロ会員をゼロにする。

急な変更等があるかと思われますので、対応の程よろしくお願

大平敏明 米山記念奨学会委員長

いします。

活動方針：国際理解と親善を深めるための懸け橋になっても

当クラブにおいても、茨城県の感染状況にあわせて、例会の開

らうために。日本で学ぶ

催方法は変化させていきます。会員の皆様ご対応よろしくお願

外国人留学生と会員が

いします。本日のプログラムは、先週に引き続き、新年度の事

より良いコミュニケーション

業計画です。委員長の皆様、発表よろしくお願いします。また、

を図る。

現況報告書作成の為、各委員会の事業計画と、前年度の

事業計画： 米山奨学

申し送り事項の資料は来週の例会までには集めたいと思って

生に卓話をお願いする

おります。担当の会員の皆様にはお手数おかけしますが、合わ

（2 回）。毎回スピーチ

せてよろしくお願いします。

をいただき会員から質問をいただく。準世話クラブの北茨城 RC
へ訪問する。会員企業へ訪問し交流を図る。

菱川健司 幹事報告
7/23 国際奉仕研究会、ハイブリッド開催について。8/7My

友達登録のお願い：

ROTARY 活用（勉強会）開催案内。ハイライトよねやま

下の QR コードをスキャンして第 2820 地区 LINE 友達登録

268 号。常陸太田 RC より weekly 届く。上期普通寄付金

をお願いします。ガバナー事務局よりお知らせが配信されます。

のお願い。
祝：ポール・ハリス・フェロー認証 滝徳宗会員

R 財団補助金覚書
（MOU）授与

土用の丑の日前に
例会食事（鰻重）完食

【ニコニコ BOX】
大平敏明さん：今年は梅雨明けが 2 回あったようで。この 20
日間は暑くなくて良かったです。
大河原浩さん：本日の昼食は少し早いですが、うなぎです。
皆様楽しんでいただければ幸いです。
鈴木直登さん：対コロナとどう向き合っていくべきか。行政もピ
リピリしている。友人の祝賀会もいろんな意見があるそうだ。
大髙司郎さん：夏バテ気味です。うなぎを食べて元気になり

大野治夫ガバナー公式訪問クラブ（７月２０日現在）

ましょう。

７ RC：下館、笠間、つくばサンライズ、境、龍ケ崎中央、

石平光さん：コロナ感染 7 波急増中に、昨日は高萩がゼロと

日立、水戸西

なりました。このまま継続を願うのみ。

2021-22 年度 RID2820 財団寄付レポート（最終）

市民の努力に感謝です。
石君平さん：昼食楽しみです。
田所和雄さん：梅雨が早く明けたはずなのに各地で豪雨、今
年の天気は何なのでしょうか？
小森勇一さん：夏の土用、ごちそうです。いただきます。
江尻寛さん、今川隆さん、菱川健司さん、滝徳宗さん
本日計

１０，０００円

累

８２，０００円

計

高萩 RC 年次寄付基金一人当たり平均 137＄、ポリオプラス

【ロータリー財団】

基金寄付 20.2＄、ベネファクター１名と地区目標を達成しま

本日計

した。「世界や地域でよいことをするため」の、皆さまのご寄付に

累

１，０００円

計 ２２０，４７０円

感謝申し上げます。
【メークアップ】

【ポリオプラス】

７／１６ ロータリー財団・社会奉仕委員会合同

本日計

研究会 ：大髙司郎・今川隆

累

臨時理事会のおしらせ

【米山記念奨学会】

７月２７日（水）１１：３０～ 月乃家

本日計

予算および決算について

累

計

５，５８０円
２０，５４０円

１０，０００円

計 １０４，０００円

