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春から初夏にかけて見かける
季　節

特　徴
黄緑色をしており、目の周
りが白い特徴があります。
庭木に見られることもあ
り、「チィチィ…」と鳴き
ながら移動します。

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

幹 事 報 告
１. ― 会員動静 ―
 ・沼田章仁会員・川﨑英輝会員は、会場運営委員会
 　所属となりました。
 ・国本美加会員は、親睦活動委員会所属となりま
 　した。

２. ― 第3分区新旧会長・幹事会 ―
 日　時：6月2日㈫　19：00
 場　所：「山口楼　本店」水戸市大工町1-5-20
　　出席者：山﨑雄一郎会長・武田　誠幹事
 　　　　根本あ次会長エレクト・大原康宏副幹事

３. ― 市内6RC親睦野球大会 ―（ホスト：水戸南RC）
 日　時：5月17日㈰　8：40～
 会　場：水戸市総合運動公園
 　　　　（軟式球場　№3・№4球場）
 　　　　☆応援に行きましょう。☆

４. ― 高松西RC歓迎懇親会 ―
 日　時：5月21日㈭　18：30
　　場　所：「中川楼」

５. ― 次回例会日程 ―
 日　時：5月22日㈮　12：30
 場　所：水戸プラザホテル
 内　容：高松西RC友好クラブ調印式
　　　　　　卓話　高松西RC野口一臣会長

5月第3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
  「第3分区新旧ガバナー補佐御挨拶」
  森嶋　宏ガバナー補佐・大金　誠次期ガバナー補佐
　5. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
  中川勝義会員（第１回）
 ベネファクター認証（認証状・ピン伝達）
  廣木修一会員
　6. 親睦の時間「5月誕生祝」 親睦活動委員会
　 1日 橋本　哲　2日 金澤一史　井澤卓司
 7日 皆川雄作　10日 蔀　英二　11日 松本隆史
 20日 篠原　勉　21日 兼子充裕　23日 須田政男
 25日 水越光男　郡司恵一郎　26日 川澄千亜紀
 31日 廣木修一
　7. 会　食
　8. 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　その他）
　9. 幹事報告
 10. イニシエーションスピーチ 上野義哉会員
 11. ロータリーソング
 12. 点鐘・閉会

2015年5月15日（金）

　　1. 日　時：平成27年4月27日㈪　18：30～19：30
　　2. 場　所：「天天」水戸市泉町2-3-2中央ビルB1
　　3. 出席者：理事　廣木修一　深谷　智　石井浩一　大原康宏
　　　　　　　 役員　山﨑雄一郎　根本あ次　綿引甚介　米森　厚　
　　　  オブザーバー　小川啓子　川澄千亜紀　亀山義孝
   　　　　　 市毛純一 　　　　　　　　  以上12名
　　4.　議題
　　　（1）5月プログラム
　　　（2）5月8日㈮　入会者
　　　（3）5月15日㈮　例会場変更の件
　　　（4）5月21日㈭・22日㈮　高松西RC対応の件
　　　（5）5月29日㈮　水戸南・さくらRC合同例会の件
　　　（6）5月17日㈰　水戸6クラブ野球大会の件

― 2014‐2015年度　第11回定例理事会議事録 ―

　　1. 日　時：平成27年6月1日㈪
  18：00～　理事会　18：30～　クラブ協議会
　　2. 場　所：「鰻亭」
　　3. 参加者：新旧クラブ委員長全員
　　4. 会　費：10,000円

― 次回12回定例理事会 ―「新旧合同理事会・クラブ協議会」
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例会中は静かに仲間の話を聞きましょう
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地区大会表彰状伝達

米山記念奨学会・米山奨学生紹介

新会員入会式

新会員入会式　沼田章仁会員

新会員入会式　川﨑英輝会員

地区大会表彰状伝達　感謝状
水口二良会員　長谷川國雄会員　塩沢富夫会員

米山記念奨学会「カウンセラー委嘱状」伝達
川澄千亜紀会員

米山奨学生紹介　米山奨学金授与
海　涛（カイ　トウ）さん　（中国・常磐大学）

イニシエーションスピーチ　上村昭彦会員

地区大会表彰状伝達
2013―2014年度「歴史資料に1ページを刻もう」クラブ

「入会おめでとうございます」
同期入会、全員で記念撮影

新会員入会式　国本美加会員
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5月第2例会 5月8日（金）

前　週訂正出席率71.08％
前々週訂正出席率63.86％

会 員 数

91名

出 席 数

58名

欠 席 数

33名

本日出席率

68.24％

出席報告
5月第2例会（5月8日）
出席状況

ニコニコBOX（5月8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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よろしくお願いします。 司代隆之会員（下館RC）
本日入会致しました。よろしくお願い致します。 沼田章仁会員
本日入会しました川﨑です。よろしくお願いします。 川﨑英輝会員
本日入会させていただきました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
 国本美加会員
孫たちがやっと帰りました。ホッとしました。 長谷川國雄会員
委員会からラブレターをいただきました。 中川勝義会員
誕生祝ありがとうございました。 久信田秀一会員
本日入会の沼田さん、川﨑さん、国本さん、おめでとうございます。
 武田　誠会員
沼田さん、川﨑さん、国本さん、ようこそ水戸南RCへ！ 米森　厚会員
沼田さん、川﨑さん、国本さんの入会を祝って！ 髙野　賢会員
沼田さん、川﨑さん、国本さん、ご入会おめでとうございます。
 笹館康男会員・山本　大会員
誕生祝ありがとうございました。本日、入会のみなさまおめでとうご
ざいます。 米川幸喜会員
新会員のみなさん、入会おめでとうございます。 小泉正史会員
国本さん、沼田さん、川﨑さんの入会を記念して。 市毛純一会員
沼田さん、川﨑さん、国本さんの入会、海涛さんの米山奨学生を祝して。
 篠原　勉会員
ご入会おめでとうございます。 大原康宏会員
沼田さん、川﨑さん、国本さんの入会を祝して。上村さん卓話よろしく。
 小松崎政次会員
新会員の皆様、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。 米田英雄会員
入会ありがとうございます。 中本邦彦会員
新入会員の皆様、これからよろしくお願いします。 
 小川啓子会員・谷島孝明会員
新会員のみなさま、ご入会おめでとうございます。これからどうぞよ
ろしくお願いいたします。 金原和美会員
新会員の皆さま、おめでとうございます。これから宜しくおねがい致
します。 田寺尚子会員
下館ＲＣ司代さん、ようこそいらっしゃいました。 奈良早苗会員
米山奨学生の海涛（カイトウ）さんです。皆さんよろしくお願い致します。
 島根昌明会員
海涛さん、司代さん、ようこそ！！ 川澄千亜紀会員
今日、イニシエーションスピーチをさせて頂きます。よろしくお願いし
ます。 上村昭彦会員
暖かさも一ぷくです。 大森三男会員
雑誌委員会です。皆さんロータリーの友を読みましょう。 
 兼子充裕会員
今日は愛妻の誕生日です。 太田聖史会員
来週は、友好地区第３３５０地区のチャイワイさんガバナー就任式に
行ってまいります。ついでにミャンマーで遊んできます。
 石川啓司会員

■会員メークアップ
4/25　米山奨学生及びカウンセラー・準世話クラブ米山委員長の
 ためのオリエンテーション
 長谷川國雄　島根昌明　川澄千亜紀
4/27　地区大会記念ゴルフ大会
 一毛裕之　久保田啓藏　中本邦彦　篠原　勉
 鈴木憲一　竹内秀雄　谷島孝明　米川幸喜
 米森　厚
4/28　水戸RC　フラギス由美子　金原和美
5/6 北海道2500REC　人見光一
5/7 REC Sunrise of Japan　河野正政
5/7 日本REC2650　水口二良

■ゲスト　　　米山奨学生　海　涛さん

■ビジター　　下館RC　司代隆之会員　　水戸RC　柳原行生会員

この計　32件　112,000円（累計　2,558,000円）

この計　7件　82,600円（累計　2,562,600円）

ロータリー財団BOX（5月8日（金）扱）
山﨑雄一郎会員…財団の友献金（第9回）
 $100　11,800円（累計$17,900）
塩沢富夫会員……財団の友献金（第6回）
 $100　11,800円（累計$  8,600）
松本隆史会員……財団の友献金（第7回）
 $100　11,800円（累計$  4,700）
斎藤孝夫会員……財団の友献金（第9回）
 $100　11,800円（累計$  3,900）
島根昌明会員……財団の友献金（第4回）
 $100　11,800円（累計$  2,400）
菊池秀機会員……財団の友献金（第1回）
 $100　11,800円（累計$  2,100）
佐藤昌樹会員……財団の友献金（第1回）
 $100　11,800円（累計$  2,100）

この計　3件　30,000円（累計　1,950,000円）

米山BOX（5月8日（金）扱）
髙野　賢会員……米山功労者献金（第9回）
 10,000円（累計490,000円）
田口喜三郎会員…米山功労者献金（第4回）
 10,000円（累計440,000円）
川澄千亜紀会員…準米山功労者献金（第7回）
 10,000円（累計  70,000円）


