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春から初夏にかけて見かける

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

5月第5例会プログラム
 水戸さくらRCとの合同例会
　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
  長谷川國雄パストガバナー(水戸南RC)
　5. 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
　6. 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）
　7. 幹事報告
　8. 点鐘・閉会
　9. 懇親会　開会
 　　　　乾杯
 　　　　懇親
 　　　　閉会

幹 事 報 告
 5/22の高松西RCとの友好クラブ調印式が皆様の
 温かい協力のもと、無事に終了した事に感謝致し
　　ます。
 故・山﨑会長も喜んでおられる事でしょう。

１. ― 第12回定例理事会・新旧合同理事会・クラブ協議会 ―
 日　時：6月1日㈪　18：00　理事会　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　  　（新旧合同理事会含む）
 　　　　　　　　　  18：30　クラブ協議会
 場　所：「鰻亭」
　　対象者：新旧理事・役員及び新旧委員長

２. ― 各委員会事業実績報告及び事業計画提出の件 ―
 事業実績報告・・武田幹事
　　事業計画・・・・大原副幹事
　　※クラブ現況報告書を参考に作成して下さい。

３. ― 次回例会日程 ―
 日　時：6月5日㈮　12：30
 場　所：水戸プラザホテル
 内　容：「イニシエーションスピーチ」
 　　　　   人見光一会員
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例会中は静かに仲間の話を聞きましょう

内　容：「イニシエーションスピーチ」
　　　　   人見光一会員
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弔問スピーチ
国際ロータリー第３３５０地区

チャイワイガバナーエレクト（パツムワンＲＣ）

故・山﨑雄一郎会長と…
謹んでご冥福をお祈りします

高松西ＲＣとの友好クラブ調印式

高松西ロータリークラブ　野口一臣会長
「友好クラブ」宜しくお願い致します

■ゲスト 高松西RC 会長　野口一臣氏
　　　　　  ガバナー補佐　加藤和理氏
  佐野孝次氏
  石川洋介氏
  木内泰宏氏
  多田行宏氏
  鏡原良則氏
  池上晴英氏
  池上みどり令夫人
 パツムワンRC DGE　CHAIVAI氏
  ANN. SUNEERAT氏
  田中　徹氏
 結城RC 秋田教市氏

「遠路ようこそ」高松西ＲＣの皆様

高松西ＲＣ歓迎懇親会「中川楼」にて

水戸の街を見学「記念撮影」
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前　週訂正出席率79.07％
前々週訂正出席率76.14％

会 員 数

91名

出 席 数

61名

欠 席 数

30名

本日出席率

71.76％

出席報告
5月第4例会（5月22日）
出席状況

ニコニコBOX（5月22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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友好クラブ調印式、楽しみにして来ました。よろしくお願い致します。
 高松西RC
本日はよろしくお願い致します。
 RI第3350地区（パツムワンRC）　チャイワイガバナーエレクト
結城RC幹事の秋田です。明日は結城RC50周年です。どうぞよろしく
お願いします。 秋田教市会員（結城RC）
チャイワイDGEご夫妻、高松西RCの皆様、ようこそおいでください
ました。 佐藤　衛会員
チャイワイさん御夫婦、ようこそいらっしゃいました。また、高松西RC
の皆さん、ようこそ！調印式よろしくお願い致します。
 長谷川國雄会員
元気に出席出来ました。 川上正一会員
高島暦で今年はよくないのですが、当たります。 斎藤孝夫会員
高松西RCの皆様、友好クラブとして今後共よろしく。 武田　誠会員
高松西RC友好クラブ調印式を記念して。 久保田啓藏会員
高松西RCの皆様、チャイワイ様ご夫妻、ようこそ！ 小路　實会員
チャイワイ御夫妻様、高松西RCの皆様方、ようこそ。 笹館康男会員
チャイワイガバナーエレクト、高松西RCの皆様、ようこそ。
 米森　厚会員
チャイワイさん御夫妻、田中さん、高松西RCの皆様、ようこそいらっ
しゃいました。 石川啓司会員・赤岩賢二会員
高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
 塩沢富夫会員・中本邦彦会員
タイ・パツムワンRC、高松西RCの皆様、ご来賓ありがとうございます。 
 松本隆史会員
チャイワイ様、高松西RCのみな様、ようこそいらっしゃいました。
 髙野　賢会員
チャイワイさんご夫妻、高松西RCの皆様、本日はようこそおいで下さ
いました。 根本あ次会員
高松西RCとの友好クラブ調印式を心から御喜び致します。
 冨岡聖司郎会員
高松西RCの皆さんの来水を記念して。 廣木修一会員
タイ・チャイワイ様、高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
 兼子充裕会員
高松西RCの皆様、チャイワイ様ご夫妻、ようこそお越し下さいました。
 深谷　智会員
チャイワイガバナーエレクト、高松西RCの皆様の来訪を祝して。
 菊池秀機会員
チャイワイ様ご夫婦、高松西RCの皆様、ようこそいらっしゃいました。
 上野義哉会員
チャイワイ様、いらっしゃいませ。 水越光男会員
チャイワイさんガバナー就任式（5/16）に参加してきました。チャイワ
イさんようこそ！高松西RCの皆さんようこそ！ 石井浩一会員
高松西RCの皆様、チャイワイ様ご夫妻、ようこそおいでくださいました。
 久信田秀一会員
チャイワイ様ご夫婦、高松西RCの皆様、ようこそおいでくださいました。
 川﨑紀子会員・川澄千亜紀会員

■会員メークアップ
5/11　諮問委員会　長谷川國雄
5/16　国際ロータリー第3350地区ガバナー就任式
　　　  佐藤　衛　石井浩一　鈴木憲一　石川啓司
5/17　シーロムRC歓迎昼食会
 佐藤　衛　石井浩一　鈴木憲一　石川啓司
5/17　パツムワンRC晩餐会
 佐藤　衛　石井浩一　鈴木憲一　石川啓司
5/19　水戸RC　大金　誠
5/19　笠間RC　太田聖史
5/21　水戸東RC　大金　誠
5/24　地区クラブ奉仕委員会全体会議
  井澤卓司　長洲雅彦

この計　30件　144,000円（累計　2,758,000円）

この計　9件　106,200円（累計　2,810,400円）

ロータリー財団BOX（5月22日（金）扱）
冨岡聖司郎会員…財団の友献金　ポリオプラス（第1回）
 $100　11,800円（累計＄11,100）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第4回）
 $100　11,800円（累計＄10,400）
廣木修一会員……財団の友献金　ポリオプラス（第1回）
 $100　11,800円（累計＄ 8,100）
大原康宏会員……財団の友献金　ポリオプラス（第10回）
 $100　11,800円（累計＄ 8,000）
及川　譲会員……財団の友献金　ポリオプラス（第9回）
 $100　11,800円（累計＄ 2,900）
米田英雄会員……メモリアル・コントリビューター
山﨑会長を偲んで。財団の友献金　ポリオプラス（第5回）
 $100　11,800円（累計＄ 2,500）
小路　實会員……財団の友献金　ポリオプラス（第3回）
 $100　11,800円（累計＄ 2,300）
山本　大会員……財団の友献金　ポリオプラス（第8回）
 $100　11,800円（累計＄ 1,800）
米川幸喜会員……メモリアル・コントリビューター
山﨑会長を偲んで。財団の友献金（第6回）
 $100　11,800円（累計＄ 1,600）

この計　2件　20,000円（累計　1,980,000円）

米山BOX（5月22日（金）扱）
冨岡聖司郎会員…米山功労者献金（第4回）
 10,000円（累計940,000円）
市毛純一会員……米山功労者献金（第7回）
 10,000円（累計570,000円）


