
コガモ
（ガンカモ目・ガンカモ科）

春の終わり頃まで見られる
季　節

特　徴
カモの中では一番小さく、
オスは茶色の覆面をした
ような顔をしています。
体の横に白い筋があるの
が特徴です。

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆RI加盟承認　1973年（昭和48年）6月7日
◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）2月10日

■例会場　水戸プラザホテル  TEL.029-305-8111
■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
■U R L　http://www.mito-m-rc.com

クラブ会報委員会／委員長：米川　幸喜　副委員長：大原　康宏

4月第2例会プログラム
　1. 点鐘・開会
　2. ロータリーソング
　3. ビジター・ゲスト紹介
　4. ロータリーの時間
  「2015-2016年度地区研修・協議会報告」
  根本あ次会長エレクト
　5. 第39回米山功労クラブ感謝状伝達
　6. 会　食
　7. 会務報告（出席状況報告　ニコニコBOX
 ロータリー財団　米山記念奨学　青少年奉仕
 その他）
　8. 幹事報告
　9. イニシエーションスピーチ 村沢義行会員
 10. ロータリーソング
 11. 点鐘・閉会

幹 事 報 告
１. 4月17日㈮は例会はありません。

２. ― 4月18日㈯　11：35　地区大会表彰 ―
 　　　（日立シビックセンター）
 表彰項目
 　①ロータリー財団功労賞 長谷川國雄会員
 　②ロータリー財団地区奉仕賞
 　　大口寄付者 鈴木憲一会員・冨岡聖司郎会員
 　③ロータリー財団成績優秀賞
 　 （一人当たりの年次寄付額）第1位
    水戸南ロータリークラブ

３. ― 会員動静 ―
 上野義哉会員は、親睦活動委員会
　 上村昭彦会員は、親睦活動委員会
　 人見光一会員は、会場運営(SAA)委員会
　 村沢義行会員は、会場運営(SAA)委員会
 の所属となります。

4. ― 5月例会場の変更 ―
 日　時：5月15日㈮　12：30
 場　所：ザ・ウエストヒルズ水戸
 　　　　※水戸プラザホテル貸切の為

5. ― 次回例会日程 ―
 日　時：4月24日㈮　18：30～
　　場　所：水戸プラザホテル
　　内　容：親睦の時間「4月誕生祝」
　　☆会員、皆でお祝いしましょう。☆

2015年4月10日（金）

第31回つつじまつり
　日　時：4/18㈯～5/10㈰
　会　場：偕楽園・森林公園・千波公園
※5/3㈰は、野点茶会や水戸黄門漫遊一座と
の記念写真撮影会

ｰ ＴＯＰＩＸ ｰ

会食メニュー

ポークカレー・ライス　春野菜を添えて
季節のサラダ
コーヒー

○本会議　     9：00～12：00　音楽ホール
○記念講演　12：15～13：15　音楽ホール
　（ジュディー・オングさん）
○懇親会　   13：30～15：00　マーブルホール

※4月19日㈰地区大会（日立シビックセンター）

ロータリーに
輝きを Vol.42 No37（第2017）－1

2015年（平成27年）4月10日（金）
雑誌月間

Weekly Report Rotary Club of Mito-Minami

水戸南
 ロータリークラブ
週報

例会中は静かに仲間の話を聞きましょう



新会員入会式

みなさん入会おめでとうございます
よろしくお願いいたします

村沢義行会員人見光一会員

上野義哉会員 上村昭彦会員

同期入会です。皆で記念撮影 ポール・ハリス・ソサエティ入会認証襟章伝達
冨岡聖司郎会員

米山功労者マルチプル感謝状伝達
冨岡聖司郎会員（第9回）

米山功労者マルチプル感謝状伝達
武田誠会員（第2回）

「雑誌月間に因んで」
フラギス由美子会員

「雑誌月間に因んで」
小路實会員
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4月第1例会 4月3日（金）
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4－Vol.42  No37（第2017））

4月第1例会 4月3日（金）

前　週訂正出席率60.00％
前々週訂正出席率75.00％

会 員 数

89名

出 席 数

64名

欠 席 数

25名

本日出席率

75.29％

出席報告
4月第1例会（4月3日）
出席状況

ニコニコBOX（4月3日（金）扱）
今の気持ちを皆でつぶやいてみて下さい。
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本日入会させていただきました上野と申します。よろしくお願い致し
ます。 上野義哉会員
今日から入会します。皆様どうぞよろしくお願いします。
 上村昭彦会員
本日入会しました弁護士の人見光一です。今後よろしくお願いします。
 人見光一会員
本日入会させていただきます村沢と申します。よろしくおねがいします。
 村沢義行会員
入会を祝して。 佐藤　衛会員
上野さん、上村さん、人見さん、村沢さん、入会おめでとうございます。
出張のため欠席ですが、心より歓迎いたします。 笹館康男会員
４名の皆様の入会を祝して。 亀山義孝会員
本日入会のみなさん、宜しくお願いします。 米川幸喜会員
本日入会の上野さん、上村さん、人見さん、村沢さん、入会おめでとう
ございます。 武田　誠会員
上野さん、上村さん、人見さん、村沢さん、入会おめでとうございます。
 市毛純一会員
上野、上村、人見、村沢各会員の入会を歓迎いたします。
 松本隆史会員
４人の新入会を祝して。 井澤卓司会員・北原　実会員
４人の入会を祝して！ 廣木修一会員
入会おめでとうございます。 志村　保会員
新会員の皆様、これから宜しくお願い致します。 米田英雄会員
新会員のみなさまへ。 大森三男会員
新会員の皆様、よろしくお願いします。 谷島孝明会員
上野さん、上村さん、人見さん、村沢さん、入会おめでとうございます。
これから宜しくお願い致します。 久保田規子会員
新会員の皆様を祝して。 高橋伸之会員
上村さんの入会を心から歓迎いたします。 冨岡聖司郎会員
娘の一時帰国まであと２日！ フラギス由美子会員
母の告別式、近親者のみで無事終わりました。生前の御厚情ありがと
うございました。 大金　誠会員
友人が、茨城陸上競技協会会長に就任致しました。 中川勝義会員
我社も新年度を迎え、入社式も終わりました。社員も２５０名となり、
今年もガンバリたいと思います。 久保田啓藏会員
今日天気は悪いですが、春ですね。ネクタイをピンクにしてみました。
 水越光男会員
今月は雑誌月間です。本日小路会員、フラギス会員、卓話よろしくお
願いします。 兼子充裕会員
中古消防自動車、日立市との譲渡契約も整い、２台の小型・中型をい
ただくことになりました。都合３台をタイへ贈ります。 石川啓司会員

■会員メークアップ
3/20　Rotary eClub One　佐藤昌樹
3/27　北海道2500REC　長洲雅彦
3/29　地区研修・協議会　
 佐藤　衛　長谷川國雄　井澤卓司　石川啓司
 根本あ次　大原康宏　米川幸喜　水越光男
 綿引甚介　小松崎政次　河野正政　橋本　哲
 小川啓子　奈良早苗
4/1 水戸西RC　大金　誠
4/6 REC Sunrise of Japan　野口英壽

■ビジター
水戸RC　荻原　武会員

この計　28件　109,000円（累計　2,345,000円）

この計　6件　82,600円（累計　2,409,200円）

ロータリー財団BOX（4月3日（金）扱）
山﨑雄一郎会員…財団の友献金（第8回）
 ＄100　11,800円（累計＄17,800）
冨岡聖司郎会員…財団の友献金（第9回）
 ＄100　11,800円（累計＄10,900）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第1・2回）
 ＄200　23,600円（累計＄10,200）
大原康宏会員……財団の友献金　ポリオプラス（第8回）
 ＄100　11,800円（累計＄7,800）
髙野　賢会員……財団の友献金（第6回）
 ＄100　11,800円（累計＄5,600）
宇留野秀一会員…財団の友献金（第2回）
 ＄100　11,800円（累計＄ 200）

この計　9件　90,000円（累計　1,880,000円）

米山BOX（4月3日（金）扱）
冨岡聖司郎会員…米山功労者献金（第3回）
 10,000円（累計930,000円）
市毛純一会員……米山功労者献金（第6回）
 10,000円（累計560,000円）
髙野　賢会員……米山功労者献金（第8回）
 10,000円（累計480,000円）
中本邦彦会員……米山功労者献金（第1回）
 10,000円（累計410,000円）
大原康宏会員……米山功労者献金（第5回）
 10,000円（累計350,000円）
小川啓子会員……米山功労者献金（第6回）
 10,000円（累計160,000円）
佐藤昌樹会員……米山功労者献金（第4回）
 10,000円（累計140,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第3回）
 10,000円（累計130,000円）
山本　大会員……準米山功労者献金（第4回）
 10,000円（累計 40,000円）


