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が素直に学び、共に良い社会に向かって歩んでい
けるよう微力ながら努めて参りたいと考えていま
す。

会長挨拶 髙坂 光一
今年度、伝統ある高田ロータリー
クラブ第 65 代会長を拝命いたしま
した。髙橋幹事共々一年間、宜しく
お願い致します。
高田ロータリークラブでは
RID2560 大谷ガバナーをはじめ、
多くの地区役員・
スタッフを輩出しています。クラブを挙げ大谷年
度をおおいに盛り上げていきましょう！
今年の RI・地区テーマ共に「つながろう」をキー
ワードに掲げています。私はそれを「次世代に希
望の種を送る」「地域の魅力を再認識し発信する
土壌をつくる」と置き換えました。
私は様々な雰囲気を醸し出すこの地域が好きで
す。その魅力を地域の方が感じ、各々がそれぞれ
魅力を発見して周囲に発信し続けることによっ
て、次世代の素直な感性を揺さぶり、気づきにか
え地域に対する関心が高まることに希望が持てま
す。
ロータリークラブは様々な分野で活躍する方の
集まりで、職業奉仕を通じた世界最大の異業種交
流であると同時に、次世代、地域社会にとって大
きな刺激を与える存在だと考えていますが、今、
ロータリーは公共認識向上を目指す等の変化を求
められています。「四つのテスト」を軸として、
私たちの願い、活動を地域、次世代に伝えロータ
リー活動への理解を広めるだけではなく、私たち
から積極的に地域、次世代と交わり、私たち自身

※今年の七夕は、久しぶりに織姫と彦星を観ました。二
つの星は距離と視角から計算すると実際は 15 光年く
らい離れているようなので、宇宙戦艦ヤマトにでも乗
せてもらえないと日帰りは厳しいですね。結構つらい
よ、遠距離恋愛？
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メイクアップ
大谷光夫君・堀井靖功君（７/１ロータリーの友
委員会）

セ レ モ ニ ー
入会式
高橋伸彰君（第四銀行
営業部長）

執行役員高田

堀越和宏君（東北電力㈱上越電力セン
ター所長）

米山記念奨学金贈呈
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周

勝男さん

名誉修了書授与

ジョン・スケンゼル君
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配布物：週報№ 43・クラブ協議会資料・ロータリー
の友７月号
回 覧：ガバナー月信７月号・2020-2021 年短期・
長期交換学生募集要領・日本のロータ
リー 100 周年記念ピンバッチについて
報 告：依頼状（衛星クラブ設立について）

委 員 会 報 告
出席ニコニコ BOX 委員会
会長・幹事―一年間よろしくお願いいたしま
す。大谷年度を盛り上げていきましよう。
大谷光夫君・本山秀樹君・水上喜芳君
大変な一年間ですがご支援ご協力賜りますよ
うお願いいたします。
三井慶昭君―髙坂年度頑張ってください。
神田和明君―去る６月 28 日、G20 大阪サミッ
トワーキングランチのメインで深雪花が各国
首脳に振る舞われました。皆様の日頃のご支
援に感謝いたします。
堀越和宏君―ロータリークラブ入会にあたり
齋藤俊幸君―出席・ニコニコ BOX 委員長と
して一年間務めさせていただきます。よろし
くお願いいたします。

合掌

東山昕也パストガバナーの告別式が６月
30 日に執り行われました。多くのロータリ
アンが参列し、ご冥福をお祈りしました。

クラブ協議会
◆ SAA 齋藤委員長
・会場監督として例会（含夜例会）等
クラブ会合の秩序維持に努める。
・例会時の途中退席や私語の慎み
等々、卓話者への配慮を怠らない。もし目に余
るものがあれば適切に指導する。
・食事の時間は非常に大切なので最低でも15分は
とりたい。幹事と常に相談し配慮する。
・早 退のニコニコBOXは決して罰金ではない。
会員の気持ちである。
・親 睦、出席・ニコニコBOX 各委員会と連携
する。
・とにかく例会が楽しくなるように努める。

に努めて参ります。
◆会員増強委員会 牧野委員長
※運営方針
純増目標は４名です。
会長方針に基づき、会員の皆さんか
ら１名の新会員候補者をご推薦いただき、そのご
縁を大切に対応します。
職業分類表を使って入会候補者の発掘に努めま
す。
※事業計画
１．前期、全会員に新会員候補者の推薦依頼をす
る。
２．前年度に作成した入会推薦候補者一覧を活用
し増強活動の一助にする。
３．関係委員会と共に、明るく！楽しく！！朗ら
か！！！に魅力あるクラブ活動で会員の退会
防止に努める。

◆クラブ奉仕 A 大島委員長
今般のロータリークラブの最大の課
題は会員増強と認識しています。大谷
ガバナーを輩出する本年度、ロータ
リークラブの内外から高田ロータリークラブへの
注目が集まると予想されます。
この機会を生かし、
高田ロータリークラブのイメージアップをはかり
ながら、大きな課題としていただいた衛星クラブ
の立上げと共に、３委員会と協力して会員の増強

◆会員選考委員会 水上副委員長代読
※運営方針
入会候補者が伝統ある高田ロータ
リークラブの会員たる資質を兼ね備え
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ておられるかどうかを判断基準に会員の選考を行
います。
※事業計画
職業分類委員会と会員増強委員会と協議し、当
クラブの会員として相応しい方の入会を選考した
いと考えております。

の皆様と喜びを分かち合うことでつながりを深
めていただくことをお願いたします。ニコニコ
BOX は会員のつながりを促進できるツールであ
ります。資金は社会奉仕活動資金の一部に充当さ
れます。ご協力をお願いいたします。
◆プログラム委員会 神田委員長
※基本方針
まずはクラブ会員卓話を増やすこと
で、会員相互の自己開示を通じて、本
音の交流促進を目指します。そのためには、あま
り硬い内容とならないよう、思わずクスッと笑え
たり、時にはほっこりとした暖かさを感じる内容
の話になるよう、心がけたいと思っています。
※運営方針（４つの方針）
①クラブ会員に積極的に登壇頂きます。
（
「クラブ
会員の自己開示」
）
②外部講師の半数以上は女性に登壇頂く。
（
「女性
活躍」
）
③専 門的で固い内容は極力避け、なるべく広い
ジャンルの卓話をお願いする。
（
「広範で多彩な
ジャンル」
）
④事 前に内容の確認をさせて頂き、25 分で起承
転結のはっきりした解り易い内容をお願いす
る。
（
「聞き手ファースト」
）

◆クラブ奉仕 B 中田委員長
※運営方針
髙坂会長テーマ「地域、次世代と共
に、明るく！楽しく！！朗らか！！！
に奉仕を実践しましょう」を基にロータリーの基
本である例会の充実を図ります。出席・ニコニコ
BOX、プログラム、親睦、広報・会報・雑誌の
４委員会で協力・連携し、クラブ運営が有意義で
楽しくなされるように補佐していきます。
※事業計画
前期、後期に各１回合同委員会を開催し、４委
員会の連携を図ります。
◆出席・ニコニコ BOX 齋藤委員長
例会への出席は重要です。交流を広
げ、親睦を深めるために、家族や職場
なども通じ、相互のつながりが深まる
場となるよう努めます。個人にとどまらず家族や
職場の慶事も積極的にご披露いただき、より多く

会長テーマと活動方針
会長

＜会長テーマ＞

髙坂

光一

＜活動方針＞
１．ロータリークラブの認識向上のために、
バッ
チの着用に心がけましょう。
２．積極的に地域、次世代と交流し、つながり
を深めましょう。
３．積極的に他クラブと交流をもち、相互理解
を深めましょう。
４．衛星クラブ設立に向け進みましょう。
５．私たちの学びの為に、ロータリー財団・米
山奨学の寄付目標を達成しましょう。
６．それぞれロータリーを真面目に、おおいに
楽しみましょう。

「地域、次世代と共に、
明るく！楽しく！！朗らか！！！に
奉仕を実践しましょう」
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