
根本会長から海涛さんに米山奨学金が授与されました。
「アルバイトをしないですむようになったので勉強時
間が確保できます。」と感謝の言葉を述べる海涛さん。

長谷川パストガバナーから日韓親善会議への
出席要請がありました。
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水戸南
 ロータリークラブ
週報

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
■ＵＲＬ　http://www.mito-m-rc.com

クラブ会報委員会／委員長：太田　聖史　副委員長：野口　英壽　委員：小松崎政次、三上　昭紀

●会　長　根本　　次　会長エレクト　綿引　甚介
●幹　事　大原　康宏　副会長　　　　水越　光男
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　米田　英雄

幹 事 報 告
7月第3例会プログラム １. 地区国際奉仕研究会が開催されます

日　時：8月2日㈰
場　所：ホテルグランド東雲　℡029-856-2211
出席者：高橋伸之国際奉仕委員長

２. 地区クラブ奉仕・社会奉仕合同研究会が開催されます

日　時：8月8日㈯
場　所：三の丸ホテル　℡029-221-3011
出席者：長洲雅彦IT資料委員長

（地区会員増強委員兼務）、
　　　　米森　厚社会奉仕委員長

３. 倉沢修市ガバナー公式訪問のスケジュール

日　時：8月7日㈮
場　所：水戸プラザホテル　※詳細は別紙

４. 次回例会日程

日　時：7月24日㈮　18時30分～
場　所：水戸プラザホテル
※7月31日㈮は、定款第6条第1節により休会とな
ります。

2015年7月17日（金）

 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.「ガバナー公式訪問に備えて」

大金　誠第3分区ガバナー補佐
 5. 会　食
 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. ガバナー公式訪問タイムスケジュールについて

亀山義孝会場運営委員長
 8. 幹事報告
 9. 各委員会事業計画発表⑵　IT資料、雑誌、奉仕

プロジェクト、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉
仕、国際奉仕、姉妹・友好クラブ交流、ロータ
リー財団、米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会
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IT資料委員会
委員長　長洲　雅彦

１.基本方針
⑴ホームページの積極的な活用を図る。
⑵出欠アンケートシステムにおける回答率の向上を
図る。

⑶会員のホームページ閲覧頻度の向上を図る。

２.事業計画
⑴例会、奉仕活動等、当クラブの様々な活動をホー
ムページに掲載し、魅力あるホームページとす
る。
　・前年度のホームページリニューアルにより、写
真の掲載の自由度が向上しましたので、写真を
効果的に使ってヴィジュアルに訴えるニュース
を掲載する。

　・入会希望者はホームページを閲覧して情報を得
ようとすると思われるので、会の魅力をアピー
ルするホームページ作成を目指す。

⑵例会出欠アンケートシステムの精度をあげる。
⑶例会出欠だけでなく、理事会、1－3奉仕研究会
の出欠アンケート活用を目指す。

雑誌委員会
委員長　川﨑　紀子

１.基本方針
　ロータリアンが、購読を義務づけられている公式
地域雑誌「ロータリーの友」の購読を通じて、ロータ
リアンとしての誇りと見識を高め、ロータリークラ
ブに対する理解を深めていく。

２.事業計画
⑴毎月「ロータリーの友」の記事を紹介する。
⑵ロータリーの友月間に卓話をする。
⑶「ロータリーの友」で募集をしている、表紙写真、
ロータリー活動フォトコンテスト、ロータリー俳
壇・歌壇・柳壇への投稿を会員の皆様に積極的にお
願いする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　松本　隆史

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉妹・
友好クラブ交流の各委員会が効果的に活動できるよ
う、調整を図っていきたい。

２.事業計画
⑴上半期に情報集会を開催し、各委員会から提出さ
れた事業計画をもとに、より良い奉仕活動の実践
を目指す。

⑵下半期にも情報集会を開催し、各委員会の報告を
もとに、より良い奉仕活動の実践を目指す。

の関係構築、当クラブ会員各位の国際奉仕に対する
意識が向上、今後さらに国際奉仕活動への参加を先
導するクラブとして事業展開する。

２.事業計画
⑴タイ3350地区（友好地区）へ中古消防自動車を贈
呈する計画。
⑵マッチンググラント等を利用し、タイ3350地区
の浄水器設置事業を継続する。
⑶タイ・パツムワンＲＣ会長就任式への参加。
⑷2016年５月末開催の韓国・ソウルで予定のRI国
際大会に多くの会員が出席できるよう啓蒙。

⑸他クラブの提唱する「この指とまれ事業」への協力
活動。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　佐藤　　衛

１.基本方針
　共に奉仕活動をしよう。

２.事業計画
⑴年度当初に理事・役員変更について相互報告する。
⑵年間行事・事業・ガバナー現況報告について相互報
告する。
⑶水戸南RCと高松西RCそして、シーロムRCとの
相互の交流を深める訪問する。
⑷水戸南RCと韓国清州西原RCとの相互の交流を
更に深めるため共同事業を企画し、互いに応援す
る提案をする。

ロータリー財団委員会
委員長　小川　啓子

１.基本方針　
　・「ロータリー財団」がどんな活動をしているのか、
また、集められた寄付がどの様に使われているの
かを分かりやすく伝えるように努める。
　・また、円安の影響で１ドルのレートが変化してい
くことによって、寄付をしていただくことが難し
い局面を迎えることが想定されるが、出来るだけ
理解を深めていただくよう、お声掛けをしていき
たい。
　・「年次寄付」と「ポリオ撲滅基金」を合わせて、年間
200ドルのご寄付をお願いするが、100ドルのご
寄付を頂くごとに、各会員のメールボックスに
シールを貼らせていただき、自分が何回の寄付行
為を行っているか一目で分かるようにする。
　・第１例会の時に、入り口付近に寄付用のBOXを置
かせていただき、会場に入る際に100円以上の寄
付を入れていただき、これを「ポリオ撲滅基金」と
して活用させていただく。

２.事業計画
⑴年次寄付
⑵ポリオ撲滅基金
⑶第１例会での100円以上寄付
⑷恒久基金「ベネファクター」年間1,000ドル

　クラブ内から　１名以上
⑸地区補助金の申請＆有効活用

米山記念奨学委員会
委員長　奈良　早苗

１.基本方針
　・米山梅吉翁の偉業に基づいたロータリー理念をよ
く理解し献金活動を行う。
　・各会員に米山奨学生の理解と献金を促す。
　・奨学生の出身国を学ぶ機会を設けたい。
　・奨学生がロータリー活動を深く理解してもらえる
ような活動をする。

２.事業計画
　・寄付金の目標は、会員一人当たり特別寄付２万円
とする。
　・奨学金授与の際、近況報告を実施する。
　・米山月間には、奨学生の卓話を実施する。
　・米山奨学生には、出来る限り例会に出席してもら
い参加型募金活動にする。

ニコニコBOX委員会
委員長　高柳　益美

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせな
い大切な財源のひとつです。
　会員の皆様に好意と善意の奉仕活動資金をご献金
いただけるよう、積極的に呼びかけていきたいと思
います。
　皆様、今年一年間、ご協力の程よろしくお願い申し
上げます。

２.事業計画
⑴一人当たり、年間寄付金で前年度同額を目標とし
ます。
⑵各奉仕活動委員と連携をとり、奉仕活動に有効活
用できるようにします。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球等に積極的に献金
の呼びかけを行います。

会計委員会
委員長　塩沢　富夫

１.基本方針
　クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実践していく。

２.事業計画
⑴会長、幹事との連携を図り、会の運営が円滑に行く
よう努めていく。
⑵業者への支払い等遅滞なく、事務局との連携を
図っていく。
⑶効果的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均衡
を各委員会に協力依頼、予算超過の絶無を期し、経
費の支払いは厳正に行っていく。

職業奉仕委員会
委員長　斎藤　孝夫

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員に
理解していただくとともに「四つのテスト」に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱、
ロータリークラブとして地域社会に「奉仕の理想」を
実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例会
場に掲示する。
⑵「職業奉仕月間」においては、地域社会に貢献する
企業へ職場訪問を行う。
⑶当クラブ会員の職業を理解するために各会員（新
会員を優先して）の事業所を訪問取材し、週報等に
定期的に掲載する。

社会奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１.基本方針
　地域に住む人々の生活の質を高め、公共のために
奉仕すること、それがロータリーの責務であります。
　社会奉仕は『超我の奉仕』を実践する機会ですの
で、それに役立つ支援や援助、またその実践をしてい
きたい。

２.事業計画
　・継続的に地域でボランティア活動を行っている団
体、グループに対して支援する。
　・地域住民、子供の安全を願い、事故や事件を未然に
防ぐための事業を行う。
　・水戸市内の小学校講堂に緞帳を寄贈する。
　・ロータリークラブの公共性を根付かせると共に認
知度を向上させる施策を行う。

青少年奉仕委員会
委員長　河野　正政

１.基本方針
　青少年奉仕の意義について理解を深め、地域社会
の青少年に有意義な事業を行う。

２.事業計画
⑴ミニバスケットボール大会「水戸南ロータリーク
ラブ杯」の開催。
⑵インターアクト、ローターアクト、ライラ、青少年
交換プログラムについての理解を深め、将来に向
けての情報収集に努める。

国際奉仕委員会
委員長　高橋　伸之

１.基本方針
　クラブ40周年記念式典以降、海外との交流が盛ん
になり、韓国清州西原RCやタイ・パツムワンRCと
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IT資料委員会
委員長　長洲　雅彦

１.基本方針
⑴ホームページの積極的な活用を図る。
⑵出欠アンケートシステムにおける回答率の向上を
図る。
⑶会員のホームページ閲覧頻度の向上を図る。

２.事業計画
⑴例会、奉仕活動等、当クラブの様々な活動をホー
ムページに掲載し、魅力あるホームページとす
る。
　・前年度のホームページリニューアルにより、写
真の掲載の自由度が向上しましたので、写真を
効果的に使ってヴィジュアルに訴えるニュース
を掲載する。
　・入会希望者はホームページを閲覧して情報を得
ようとすると思われるので、会の魅力をアピー
ルするホームページ作成を目指す。

⑵例会出欠アンケートシステムの精度をあげる。
⑶例会出欠だけでなく、理事会、1－3奉仕研究会
の出欠アンケート活用を目指す。

雑誌委員会
委員長　川﨑　紀子

１.基本方針
　ロータリアンが、購読を義務づけられている公式
地域雑誌「ロータリーの友」の購読を通じて、ロータ
リアンとしての誇りと見識を高め、ロータリークラ
ブに対する理解を深めていく。

２.事業計画
⑴毎月「ロータリーの友」の記事を紹介する。
⑵ロータリーの友月間に卓話をする。
⑶「ロータリーの友」で募集をしている、表紙写真、
ロータリー活動フォトコンテスト、ロータリー俳
壇・歌壇・柳壇への投稿を会員の皆様に積極的にお
願いする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　松本　隆史

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉妹・
友好クラブ交流の各委員会が効果的に活動できるよ
う、調整を図っていきたい。

２.事業計画
⑴上半期に情報集会を開催し、各委員会から提出さ
れた事業計画をもとに、より良い奉仕活動の実践
を目指す。
⑵下半期にも情報集会を開催し、各委員会の報告を
もとに、より良い奉仕活動の実践を目指す。

の関係構築、当クラブ会員各位の国際奉仕に対する
意識が向上、今後さらに国際奉仕活動への参加を先
導するクラブとして事業展開する。

２.事業計画
⑴タイ3350地区（友好地区）へ中古消防自動車を贈
呈する計画。

⑵マッチンググラント等を利用し、タイ3350地区
の浄水器設置事業を継続する。

⑶タイ・パツムワンＲＣ会長就任式への参加。
⑷2016年５月末開催の韓国・ソウルで予定のRI国
際大会に多くの会員が出席できるよう啓蒙。

⑸他クラブの提唱する「この指とまれ事業」への協力
活動。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　佐藤　　衛

１.基本方針
　共に奉仕活動をしよう。

２.事業計画
⑴年度当初に理事・役員変更について相互報告する。
⑵年間行事・事業・ガバナー現況報告について相互報
告する。

⑶水戸南RCと高松西RCそして、シーロムRCとの
相互の交流を深める訪問する。

⑷水戸南RCと韓国清州西原RCとの相互の交流を
更に深めるため共同事業を企画し、互いに応援す
る提案をする。

ロータリー財団委員会
委員長　小川　啓子

１.基本方針　
　・「ロータリー財団」がどんな活動をしているのか、
また、集められた寄付がどの様に使われているの
かを分かりやすく伝えるように努める。

　・また、円安の影響で１ドルのレートが変化してい
くことによって、寄付をしていただくことが難し
い局面を迎えることが想定されるが、出来るだけ
理解を深めていただくよう、お声掛けをしていき
たい。

　・「年次寄付」と「ポリオ撲滅基金」を合わせて、年間
200ドルのご寄付をお願いするが、100ドルのご
寄付を頂くごとに、各会員のメールボックスに
シールを貼らせていただき、自分が何回の寄付行
為を行っているか一目で分かるようにする。

　・第１例会の時に、入り口付近に寄付用のBOXを置
かせていただき、会場に入る際に100円以上の寄
付を入れていただき、これを「ポリオ撲滅基金」と
して活用させていただく。

２.事業計画
⑴年次寄付
⑵ポリオ撲滅基金
⑶第１例会での100円以上寄付
⑷恒久基金「ベネファクター」年間1,000ドル

　クラブ内から　１名以上
⑸地区補助金の申請＆有効活用

米山記念奨学委員会
委員長　奈良　早苗

１.基本方針
　・米山梅吉翁の偉業に基づいたロータリー理念をよ
く理解し献金活動を行う。
　・各会員に米山奨学生の理解と献金を促す。
　・奨学生の出身国を学ぶ機会を設けたい。
　・奨学生がロータリー活動を深く理解してもらえる
ような活動をする。

２.事業計画
　・寄付金の目標は、会員一人当たり特別寄付２万円
とする。
　・奨学金授与の際、近況報告を実施する。
　・米山月間には、奨学生の卓話を実施する。
　・米山奨学生には、出来る限り例会に出席してもら
い参加型募金活動にする。

ニコニコBOX委員会
委員長　高柳　益美

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせな
い大切な財源のひとつです。
　会員の皆様に好意と善意の奉仕活動資金をご献金
いただけるよう、積極的に呼びかけていきたいと思
います。
　皆様、今年一年間、ご協力の程よろしくお願い申し
上げます。

２.事業計画
⑴一人当たり、年間寄付金で前年度同額を目標とし
ます。
⑵各奉仕活動委員と連携をとり、奉仕活動に有効活
用できるようにします。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球等に積極的に献金
の呼びかけを行います。

会計委員会
委員長　塩沢　富夫

１.基本方針
　クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実践していく。

２.事業計画
⑴会長、幹事との連携を図り、会の運営が円滑に行く
よう努めていく。
⑵業者への支払い等遅滞なく、事務局との連携を
図っていく。
⑶効果的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均衡
を各委員会に協力依頼、予算超過の絶無を期し、経
費の支払いは厳正に行っていく。

職業奉仕委員会
委員長　斎藤　孝夫

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員に
理解していただくとともに「四つのテスト」に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱、
ロータリークラブとして地域社会に「奉仕の理想」を
実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例会
場に掲示する。
⑵「職業奉仕月間」においては、地域社会に貢献する
企業へ職場訪問を行う。
⑶当クラブ会員の職業を理解するために各会員（新
会員を優先して）の事業所を訪問取材し、週報等に
定期的に掲載する。

社会奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１.基本方針
　地域に住む人々の生活の質を高め、公共のために
奉仕すること、それがロータリーの責務であります。
　社会奉仕は『超我の奉仕』を実践する機会ですの
で、それに役立つ支援や援助、またその実践をしてい
きたい。

２.事業計画
　・継続的に地域でボランティア活動を行っている団
体、グループに対して支援する。

　・地域住民、子供の安全を願い、事故や事件を未然に
防ぐための事業を行う。
　・水戸市内の小学校講堂に緞帳を寄贈する。
　・ロータリークラブの公共性を根付かせると共に認
知度を向上させる施策を行う。

青少年奉仕委員会
委員長　河野　正政

１.基本方針
　青少年奉仕の意義について理解を深め、地域社会
の青少年に有意義な事業を行う。

２.事業計画
⑴ミニバスケットボール大会「水戸南ロータリーク
ラブ杯」の開催。

⑵インターアクト、ローターアクト、ライラ、青少年
交換プログラムについての理解を深め、将来に向
けての情報収集に努める。

国際奉仕委員会
委員長　高橋　伸之

１.基本方針
　クラブ40周年記念式典以降、海外との交流が盛ん
になり、韓国清州西原RCやタイ・パツムワンRCと
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ビジターの水戸東RCの上甲会長・佐川幹事からご挨拶がありました。川澄前年度ニコニコBOX委員長より43名の予定寄付達成者を代表して
長谷川パストガバナーに記念品が贈呈されました。

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

■ロータリー財団ＢＯＸ（7月10日（金）扱）
大原康宏会員……財団の友献金（第３回）

＄100　12,400円（累計＄8,300）
松本隆史会員……財団の友献金（第８回）

＄100　12,400円（累計＄4,800）

この計　　2件　　＄200　　24,800円

■米山ＢＯＸ（7月10日（金）扱）
松本隆史会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計400,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計280,000円）
島根昌明会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計190,000円）
米森　厚会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計120,000円）
赤岩賢二会員……準米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 90,000円）

この計　　5件　　50,000円

7月第2例会 7月10日（金）

上甲　宏会員（水戸東ＲＣ）
　　　　　　……

佐川真治会員（水戸東ＲＣ）
　　　　　　……

笹館康男会員……
田口喜三郎会員……

松本隆史会員・石井浩一会員
　　　　　　……

志村　保会員……
鈴木憲一会員……
久信田秀一会員…

国本美加会員……

石川啓司会員……

高柳益美会員……

■ニコニコBOX（7月10日（金）扱）

前　週訂正出席率87.06％
前々週訂正出席率83.91％89名 56名 33名 65.12％7月第2例会（7月10日）

出席状況
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この計　　 12件　　 37,000円

2015-2016年度、水戸東RCの会長を務めさせて
頂く上甲です。佐川幹事と共に御指導、御鞭撻の
程、宜しくお願いします。

根本会長、大原幹事をはじめとします水戸南RCの
皆様、会長の上甲共 １々年間お世話になります。ご指
導、ご協力をお願い申し上げます。
今年度もよろしくお願いします。
根本会長、大原幹事、理事、役員の皆さん、がんばっ
て下さい。武田前幹事、本当にご苦労様でした。

根本会長、大原幹事、１年間どうぞよろしくお願いし
ます。
財団もよろしくお願いします。
しばらくぶりに晴れました。
高柳ニコニコBOX委員長、１年間宜しくお願いしま
す。
フジロックフェスティバルにボウリングレーンを出し
ます！
６月末のタイ訪問（シーロム会長就任式、浄水器贈
呈式、腎臓透析機贈呈）の帰途、バンコクの空港に
タブレットを忘れて来てしまいました。困った。
大原様、一年間宜しくお願いいたします。

会食メニュー
薄切りポークの湯引きサラダ

冬瓜と金華ハムのすり流しトロミスープ
角切りチキンとコーンの「減塩豆板醤」炒め

ハタフィレの鎮江黒酢仕立て
白飯・ザーサイ

レモン風味の愛玉ゼリー

米山奨学生　　海　　涛さん■ゲスト

水戸RC　　大久保博之会員
水戸東RC　上甲　　宏会員
　　　　　　佐川　真治会員

■ビジター

■会員メークアップ
7/7　水戸RC　　大金　誠　　橋本　哲
7/8　水戸西RC　大金　誠　　深谷　智


