
高橋国際奉仕委員長による
「地区国際奉仕研究会報告」

海涛さんの挨拶。 クラブ協議会に先立ち、役員協議会が行われました。
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●幹　事　大原　康宏　副会長　　　　水越　光男
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　米田　英雄

幹 事 報 告
8月第3例会プログラム １. 高松西ＲＣへの訪問について

10月23日㈮に決定いたしました。
参加ご希望の方は８月中に、大原幹事までお知らせ
ください。

２. 職場訪問について
日　時：９月11日㈮
訪問先：筑波海軍航空隊記念館（笠間市）

３. RI第2820地区第１回会長幹事会が開催されます
日　時：８月23日㈰　登録13:00　開会13:30
場　所：ホテルマロウド筑波
出席者：根本　次会長、大原康宏幹事、佐藤　衛PG、

長谷川國雄PG、外地区関係者

４. 会員動静
福井利章会員は、7月10日付退会致しました。
7月末日会員は88名、8月7日に高瀬禎広会員（会
場運営委員会所属）入会のため、現在の会員数は
89名です。

５. 次回例会日程
日時：８月28日㈮　12:30開始
場所：水戸プラザホテル
※例会開始時間が12時30分になります。お間違え
のないようにご注意ください。

2015年8月21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. ロータリーの時間 根本　次会長
 5. 2015～2016年度予算 塩沢富夫会計
 6. 親睦の時間「８月誕生祝」 親睦活動委員会

3日 久保田啓藏　 5日 綿引甚介
8日 赤岩賢二　　 9日 工藤貴正
11日 田口喜三郎・小川啓子・小路　實・字留野秀一
18日 沼田章仁・高瀬禎広
26日 深谷　智　　29日 鈴木憲一

 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　その他）

 8. 幹事報告
 9. 点鐘・閉会
 

家族親睦納涼例会
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倉沢ガバナーから海涛さんに米山奨学金が授与されました。

玄関にて倉沢ガバナー、大金ガバナー補佐、
荒井地区幹事、横山地区会計長をお迎えし
ました。今日はご指導のほど、よろしくお願
いします。

クラブ協議会

根本会長による懇親会開会挨拶

高瀬禎広さんの入会式が行われました。

倉沢ガバナーを囲んで倉沢ガバナーを囲んで

し
願願

倉沢ガバナーによる
公式訪問記念講演

長谷川パストガバナーによる乾杯の音頭親会開会挨拶親会開会挨拶 長谷川 トガ長谷川パストガバ

懇親会

佐藤パストガバナーによる懇親会閉会挨拶倉沢ガバナーによる懇親会での挨拶

倉沢修市ガバナー公式訪問 倉沢修市ガバナー公式訪問
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RI第2820地区　ガバナー　　　　　　　倉沢修市氏（竜ヶ崎RC）
　　　〃　　　　地区幹事　　　　　　　荒井　宏氏（竜ヶ崎RC）
　　　〃　　　　地区会計長　　　　　　横山善英氏（龍ケ崎中央RC）
　　　〃　　　　第3分区ガバナー補佐　大金　誠氏（水戸南RC）
米山奨学生　　　海　　涛さん

■ゲスト

８/２　　国際奉仕研究会　　
　　　　長谷川國雄　　大金　誠　　竹内秀雄　　高橋伸之
　　　　石川啓司
８/２　　北海道２５００ＲＥＣ　人見光一
８/５　　日本ＲＥＣ２６５０　　髙野　賢
８/６　　REC Sunrise of Japan　　　米森　厚
８/６　　諮問委員会　　　　　佐藤　衛　　長谷川國雄

■会員メークアップ
７/２７　那珂湊ＲＣ　　　　三上昭紀
７/２９　REC Sunrise of Japan　　野口英壽
７/２９　水戸西ＲＣ　　　　市毛純一
７/３０　REC Sunrise of Japan　　米森　厚
８/１　　米山奨学生・カウンセラー合同セミナー
　　　　フラギス由美子　　奈良早苗　　川澄千亜紀
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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（8月7日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金（第８回）

＄100　 12,400円（累計＄10,800）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第６回）

＄100　 12,400円（累計＄10,600）
長谷川國雄会員…財団の友献金（第10回・第１～９回）

＄1,000　124,000円（累計＄ 8,900）
大原康宏会員……財団の友献金（第４回）

＄100　 12,400円（累計＄ 8,400）
髙野　賢会員……財団の友献金（第８回）

＄100　 12,400円（累計＄ 5,800）
石川啓司会員……メモリアル・コントリビューター
母 ウメの為に　財団の友献金（第４・５回）

＄200　24,800円（累計＄ 4,500）
橋本　哲会員……財団の友献金（第２回）

＄100　12,400円（累計＄ 4,200）
河野正政会員……財団の友献金（第２・３回）

＄200　24,800円（累計＄ 2,300）
川﨑紀子会員……財団の友献金（第８回）

＄100　12,400円（累計＄ 1,800）
川﨑英輝会員……財団の友献金（第１回）

＄100　12,400円（累計＄ 100）

この計　　10件　　＄2,100　　260,400円

■米山ＢＯＸ（8月7日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計890,000円）
水口二良会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計630,000円）
大原康宏会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計390,000円）
橋本　哲会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計330,000円）
小松崎政次会員…米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
河野正政会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計180,000円）
小川啓子会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計170,000円）
佐藤昌樹会員……米山功労者献金（第5・6回）

20,000円（累計160,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）
長洲雅彦会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計100,000円）
川﨑紀子会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計　80,000円）
フラギス由美子会員…準米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計　40,000円）
村澤義行会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計　10,000円）

この計　　13件　　140,000円

8月第1例会 8月7日（金）

倉沢修市氏（ガバナー）
　　　　　　……

大金　誠氏（第３分区ガバナー補佐）
　　　　　　……

佐藤　衛会員……

根本　次会員……

髙野　賢会員・深谷　智会員・工藤貴正会員・山本　大会員・
北原　実会員・米森　厚会員・高柳益美会員
　　　　　　……
黒羽昭夫会員・河野正政会員
　　　　　　……
塩沢富夫会員・井澤卓司会員・赤岩賢二会員
　　　　　　……

川上正一会員・冨岡聖司郎会員・米田英雄会員・上野義哉会員・
川﨑英輝会員……
及川　譲会員……
久保田啓藏会員…
松本隆史会員……
篠原　勉会員……
水越光男会員・菊池秀機会員
　　　　　　……
高橋伸之会員……
軍司由佳会員……

岡村太郎会員……

磯崎和実会員……

国本美加会員……

沼田章仁会員……

武田　誠会員……

大原康宏会員……
橋本　哲会員……

宇留野秀一会員…
水口二良会員……
田口喜三郎会員…

久保田規子会員…

金原和美会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（8月7日（金）扱）

前　週訂正出席率81.48％
前々週訂正出席率82.56％89名 73名 16名 84.88％8月第1例会（8月7日）

出席状況
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この計　　43件　　180,000円

本日ガバナー公式訪問に来ました。宜しくお願いし
ます。

本日ガバナーと共にお邪魔致しました。よろしくお
願い致します。
①倉沢ガバナー、本日は宜しくお願いします。
②高瀬さん、ご入会おめでとうございます。
倉沢ガバナー、荒井地区幹事、横山会計長、大金ガ
バナー補佐、本日はお世話になります。

倉沢ガバナー、本日は宜しくお願いします。

ガバナー公式訪問おめでとうございます。

倉沢ガバナー、荒井地区幹事、横山地区会計長、よ
うこそいらっしゃいました。

倉沢ガバナー公式訪問ありがとうございます。
会員の皆様、一日がんばりましょう。
倉沢ガバナーの公式訪問を記念して。
倉沢ガバナーはじめ、役員の皆様ご苦労様です。
倉沢ガバナー、公式訪問御苦労様です。

ガバナー公式訪問おつかれ様です。
倉沢ガバナー、ようこそいらっしゃいませ。
倉沢ガバナー、公式訪問ありがとうございます。今日
は水戸の花火大会ですね。
倉沢ガバナー、本日は宜しくお願い致します。高瀬さ
ん、一緒に楽しくやりましょう！
倉沢ガバナーの茨城弁、私は違和感ありませんでし
た。
ガバナー公式訪問、初めて参加させていただきまし
た。大変勉強になりました。
ガバナー公式訪問、初めて参加させていただきま
す。よろしくお願い致します。
倉沢ガバナー公式訪問、水戸南ＲＣに高評価お願い
します。水戸南ＲＣの各委員長ご苦労様です。
高瀬さんの入会を記念して。
高瀬さんご入会おめでとうございます。これから一
緒に水戸南ＲＣラグビー部を作りましょう！
新会員の高瀬さんをよろしくお願いします。
100％記念品ありがとうございます。
１年８ヵ月振りに運転をしました。これからはリハビ
リで体幹を鍛え、ゴルフのプレーを目指しがんばる
所存です。
先月息子が３才になりました。若作りして頑張らな
いと…
誕生祝の品、ありがとうございました。息子との伝
言板として、フル活用させていただいています。
亡き母の為に、通夜・告別式にご参列いただきまし
てありがとうございました。


