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出席ニコニコ BOX 委員会
嶺村俊之君 ―東北電力の嶺村です。このた
び、
弊社の人事異動があり、
今月 26 日付けで、
宮城県の石巻市、女川町などを管轄する事業
所へ転勤し、
上越を離れることとなりました。
高田ロータリーの皆さんには、二年間という
短い期間ではありましたが、大変お世話にな
りました。石巻・女川を訪れる機会がありま
したら、是非お声がけください。
葛西 弘君―昨年、高田ロータリーに入会さ
せていただいて初めてのニコニコ BOX です。
良いことがありました。今週月曜６月 10 日
に６番目の孫が生まれました。お蔭様で母子
共に元気です。ありがとうございます。財布
の中の病院の診察券が孫の人数と同じ６枚
入っている葛西でした。
親睦委員会―６月の会員お誕生日 各お祝い
2019︲20 年度社会奉仕委員会―６/30 関川クリー
ン作戦のご案内

皆さまこんにちはー。
本年度の例会は、本日を含め３回
となりました。今日は、本年度を振
り返るクラブ協議会です。
さて、例会では必ずロータリーソ
ングを斉唱いたします。
開会時の「四つのテスト」
、
そして、
閉会時は「我
等の生業」
「奉仕の理想」
「それでこそロータリー」
を輪番で斉唱しています。
ロータリーの歌は、ロータリー創立後、３年間
シカゴ RC での奉仕強調派と親睦派との間に激し
い討論があり、クラブの崩壊寸前となったとき、
印刷業のハリー・ラグルスが諸君歌を歌おうでは
ないかと提案したのが始まりと言われています。
「我等の生業」
「奉仕の理想」は、1935 年、昭
和 10 年にかねてより募集していた日本語歌詞に
よるロータリーソングの当選４作品の２つです。
この２曲は、現在でも例会で歌い継がれていま
す。
「我等の生業」は、作詞 高野辰之（東京音楽学
校教授）作曲 岡野貞一（東京音楽学校教授）です。
この２人は尋常小学校唱歌など多くの作品を残し
ています。
「故郷」
「春が来た」
「春の小川」
「おぼ
ろ月夜」等です。
作詞家 高野辰之は、お隣 長野県中野市の出身
です。当地には高野辰之記念館がございます。お
近くにいく事がございましたらお立ち寄りいただ
ければと思います。
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クラブ協議会

①

◆牧野会長
先ず以って、この１年、皆さまに、多
大なご協力を賜わりましたこと 心から
お礼申しあげます。また、各委員長の皆
さまは、変化するロータリーで従来にない新しい
課題へ果敢に対応し、変化の具体化へ向け、汗を
流してくださいました。
深甚なる敬意を表します。
会員増強は、増強の仕組みづくりに着手しまし
たが私の努力不足で目標に至りませんでした。次
年度は増強活動が見える仕組みへのステップアッ
プが大切と思料しております。
寄付目標は、米山記念奨学・財団 ･ ポリオ全て
達成いたしました。
奉 仕 活 動 は、 高 田 駅 前 プ ラ ン タ ー 植 栽 事 業
（DDF 活用）は当クラブ及び事業協力者 計 80 名
が関わっていただきました。
長期交換学生の派遣・
受入れ事業を行いました。
地区が掲げた“認知症に優しい社会と、認知症
予防のできる街づくり”は、例会で認知症関連の
卓話５回開催し延べで 187 名の参加を得ました。
懇親会はご家族の参加を大切に致しました。よ
き伝統になればと願っております。

◆クラブ奉仕Ａ 髙坂委員長
①職業分類・Ｒ情報、会員増強、会員
選考各委員会と協力し会長目標の会員純
増３名を目指す、②ファイヤーサイド
ミーティング等を通じて会員の定着に努める、③
ご縁でつながった皆さんが「高田クラブの会員で
良かった」と笑顔になるよう努めるの３目標を掲
げました。結果としては①は未達成、②③は概ね
良好だったと思います。力及ばず申し訳ありませ
んでした。
◆会員選考委員会 大谷委員長
候補の方が何人かおられましたが、選
考会では問題ありませんでした。その後
入会成立となった方と不成立の方がおら
れました。不成立の方に推薦者から再度アプロー
チして頂きたいと思います。
◆クラブ奉仕Ｂ 大島委員長（佐藤幹事代読）
牧野会長の目指した「魅力ある例会づくり」を
目指して、出席・ニコニコ BOX 委員会、プログ
ラム委員会、親睦委員会、広報・会報・雑誌委員
会の４つの委員会とも頑張っていただき、当初の
目的を達成したと思います。
また、クラブ奉仕Ｂとして会員の皆様に呼びか
けさせて頂いた MyRotary への登録は 年度当
初の 14 名から 24 名へと増加致しました。是非
新年度も声掛けをしていただき、MyRotary 登録
50％を達成できればと思います。
皆様のご協力に感謝いたします。

◆青少年奉仕委員会 山崎委員長
１．青少年奉仕月間例会卓話：草野高田
RAC 会長
２．RAC・RC 相 互 行 事 交 流 RC： 関
川クリーン作戦・例会・プランター植樹等
RAC：フリーマーケット・地区行事等
３．魅力ある RAC 活動へのサポート
魅力ある例会作り→ RAC 会員卓話・体験型
勉強会・講演会 等
新体験プログラム試行実施→東京研修（最新
ICT 技術体験・伝統工芸体験等）
４．RAC 永井地区代表へのサポート
地区行事協力・支援及び地区大会準備・企画
運営支援

◆出席ニコニコ BOX 委員会 羽深委員長
オークションと例会において会員の皆
様から善意のスマイルを頂きました。ス
マイルのコメントも丁寧にご披露するこ
とに心がけしました。今日現在で 186,743 円、
オー
クションでは 285,000 円でした。本当に有難うご
ざいました。

◆ SAA 橋本委員長
会場監督の使命に基づき、規律ある例
会、品格ある例会、そして楽しい例会に
次の事を実行することを決めた。
１．卓話中の私語を禁止した事と卓話の開始時間
は 13：05 を過ぎないこと。
２．新会員及び来訪者に、推薦者や親しい会員が
エスコートする配慮。
３．月２回のくじによるテーブル着席。
４．楽しい例会にメニューのバラエティー化及び
ミリオンダラーの月２回化。
５．遅刻、早退の 300 円程度のニコニコ BOX へ
の入金。
６．無断欠席の禁止。
７．親睦、出席・ニコニコ BOX 委員会との連携。
結果
計画総体的には向上したが、事務所への欠席連
絡は十分でないように感じた。他の項目について
は概ね励行された。会員各位のご協力に感謝申し
上げます。

◆職業奉仕委員会 渡邉委員長
ロータリークラブは、異業種の集まり
であり、
メンバーの職業理解が基本です。
職場訪問はその主な活動になります。
今年度は、三つの職場を訪ねました。
⑴９月：岩の原葡萄園ワイナリーレストラン“金
石の音”で地元の食材を使った料理とワインを
楽しむ会を開催しました。会は盛会で 33 人の
参加者でした。
⑵ 11 月：上越地域総合健康管理センターで健康
診断を行ったあと、外部講師を招いて「人間
ドッグの数値の読み方」を学習しました。
⑶ 2019 年３月：新築された学校法人関根学園第
二体育館の見学会。この体育館は、冷暖房の
完備や床やその他照明の高度な機能を持った
施設であること、さらにこの施設が災害時に
は、地域の皆さんの避難所になることの説明
をうけました。
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