
根本会長による最後のロータリーの時間 大原幹事による最後の幹事報告

根本会長、大原幹事、１年間ご苦労様でした

Weekly Report Rotary Club of
Mito-Minami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：石井　浩一　副委員長：佐藤　昌樹　委員：村澤　義行、大金　誠

●会　長　綿引　甚介　会長エレクト　水越　光男
●幹　事　米田　英雄　副会長　　　　鈴木　憲一
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　兼子　充裕

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

日　時　平成28年6月27日㈪　18:30～

場　所　「天天」（水戸市泉町）

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一
米田英雄　　磯崎和実　　根本　次

理　事　　河野正政　　奈良早苗　　斎藤孝夫
兼子充裕　　橋本　哲　　深谷　智
米森　厚　　宇留野秀一

オブザーバー　岡村太郎　　小川啓子　　菊池秀機
メークアップ出席者

松本隆史　　亀山義孝　　一毛裕之

議　題 
①2016-2017年度会長方針・改善課題について

《確認》
②年間スケジュール・委員会編成表について　　　《承認》
③７月プログラムについて　　　　　　　 　　《承認》
④メークアップ出席について　　　 　　　　　　《承認》
⑤2016-2017年度予算について　《一部変更の上承認》
⑥新会員候補者４名について　　　　　　　　　《承認》
⑦水戸市子供会球技大会の協賛金について

《２万円を承認》
⑧パスト会長会の実施について　　　　　　　　《確認》

保留事項　特に無し

次回定例理事会
１．日時　平成28年8月1日㈪

18:30～理事会　19:30～懇親会
２．場所　「天天」（水戸市泉町）
（メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい）

６月第４例会 ６月24日（金）

根本　次会員……
佐藤　衛会員……
長谷川國雄会員…

笹館康男会員・塩沢富夫会員・佐藤昌樹会員
　　　　　　……
工藤貴正会員……
水口二良会員……

井澤卓司会員・市毛純一会員・松本隆史会員
　　　　　　……
中川勝義会員・一毛裕之会員・斎藤孝夫会員
　　　　　　……
亀山義孝会員……

髙野　賢会員・篠原　勉会員・鈴木憲一会員・河野正政会員
　　　　　　……
米田英雄会員……

武田　誠会員……

及川　譲会員……

米森　厚会員……
石川啓司会員……
１－３奉仕研究会2015－2016年度
　　　　　　……

クラブより………

■ニコニコBOX（６月24日（金）扱）

この計　　 28件　　 153,000円
月　計　　 61件　　 266,000円
累　計　　630件　　2,235,000円

一年間お世話になりました。
会長、幹事お疲れ様でした。
①会長、幹事一年間ご苦労様でした。
②誕生祝い有難うございました。

根本会長、大原幹事一年間ご苦労様でした。
会長、幹事一年間ご苦労様です。
①根本会長、大原幹事一年間ご苦労様でした。
②誕生祝い有難うございました。

根本会長、大原幹事一年間ご苦労様でした。

根本会長、大原幹事一年間ご苦労様でした。
一年間ご苦労様でした。若葉マークで頑張ってい
ます。

根本会長、大原幹事一年間お疲れ様でした。
根本会長、大原幹事一年間ご苦労様でした。武田
会員、退院おめでとうございます。
２回目の入院でした。皆さんも健康には気をつけ
て下さいね！！
根本会長、大原幹事一年間お疲れ様でした。親睦
活動委員会の皆様、大変お世話になりました。
皆様一年間お疲れ様でした。
根本会長、大原幹事一年お世話になりました。

無事今年度も終了しました。有難うございます。
川﨑会長年度も宜しくお願いします。
落し物がありました。

■会員メークアップ
5/21　米山奨学会研修旅行　　　　長谷川國雄
6/ 5　日台ロータリー親善会議　　長谷川國雄
6/16～19

シーロムRC会長就任式典　浄水器・人工透析器の贈呈式
佐藤　衛　　根本　次　　石川啓司　　一毛裕之
山本　大　　橋本　哲　　石井浩一　　川澄千亜紀
宇留野秀一

6/17　危機管理委員長会議　　　　長谷川國雄
6/21　東京ピースウィングREC　　武田　誠

小　鉢　茄子　雲丹　湯葉　山葵　美味出汁
造　里　鰹叩き　勘八　妻一式
揚　物　天婦羅　海老　烏賊　アスパラ　南瓜
氷菓子　梅ゼリー　オレンジ　パイン　桜桃　キウイ
蒸　物　茶碗蒸し　　　　　止　椀　素麺

会食メニュー

１. ガバナー事務所アドレス
ガバナー事務所アドレスが変更になりました。
メールアドレス　　　　16-17@rid2820.jp
ホームページアドレス   http://www.rid2820.jp/

２. 2016-2017年度　地区役員・委員
佐藤　衛地区諮問委員・国際奉仕担当カウンセラー
長谷川國雄地区諮問委員・ガバナー指名委員・青少
年奉仕担当カウンセラー・米山記念奨学会評議員・
第３分区IMリーダー・拡大委員・危機管理委員長
井澤卓司クラブ奉仕総括委員長、長洲雅彦会員増強委員
篠原　勉情報委員、竹内秀雄インターアクト委員
石川啓司国際交流共同日タイ担当委員

３. 2016-2017年度定款第７条第一節（C）による休会
2016年7月22日、8月12日、9月30日、12月30日、
2017年3月17日、6月2日

４. ７月のロータリーレート
１ドル＝102円

５. ロータリー財団研究会　
日　時：７月９日㈯　10:30～15:00
場　所：ダイヤモンドホール　TEL0296-28-8511
出席者：石川啓司ロータリー財団副委員長

６. クラブ奉仕研究会
日　時：７月10日㈰　10:00～15:30
場　所：水戸プラザホテル　TEL029-305-8111
出席者：水口二良ロータリー情報委員長、

野口英壽雑誌委員長
地区委員出席者：井澤卓司、篠原　勉、長洲雅彦
ホストクラブ出席者：

綿引甚介、米田英雄、赤岩賢二、
島根昌明、菊池秀機、原口一吉、
上野義哉 

７. 次回例会日程　
日　時：７月８日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：第３分区ガバナー補佐就任ご挨拶
　　　　クラブ協議会（委員会事業計画発表①）
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７月第１例会プログラム
2016年７月１日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・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 綿引甚介会長
 5. 各委員会委員長紹介
 6. 直前会長・幹事へ記念品贈呈（根本　次直前

会長、大原康宏直前幹事）及びバッチ引継、
根本直前会長からご挨拶

 7. 雑誌委員会 野口英壽雑誌委員長
 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. 卓話「今年度の方針について」
   綿引甚介会長、米田英雄幹事
12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率71.59％
前々週訂正出席率73.03％93名 69名 24名 77.53％６月第４例会（６月24日）

出席状況

2016－2017年度　第1回定例理事会 議事録



綿引会長エレクトによる開宴の挨拶

会場風景
桑名会員と愉快な仲間
たちによるバンド演奏

米田副幹事による閉宴の挨拶佐藤パストガバナーによる乾杯の音頭

クラブ会長方針 2016-2017年度 クラブ理事・役員・委員会編成表

会長・幹事慰労会（６月24日）

１．2016－2017年度RIテーマ

Rotary Serving Humanity
「人類に奉仕するロータリー」

　このテーマは「社会奉仕貢献に熱意を持つ職業
人の集うロータリー独自の力を活かせば大きな目標
を達成できる」という思いが込められています。

２．RI第2820地区　白戸仲久ガバナー方針
　白戸仲久ガバナーの地区スローガンは「ロータリ
ーに魅力を・一人一人が輝きを！」です。
地区目標は、
◎RI会長賞へのチャレンジ（地区内クラブの51％を
受賞）
◎財団への支援と協力

150ドル（130ドル年次寄付・20ドルポリオ）
◎会員増強と会員維持率の向上　純増３％
◎青少年奉仕の支援　インターアクト／ローターアク
ト／ライラ／青少年交換
◎財団100周年を記念する国際大会への参加
◎米山記念奨学会への支援　１人25,000円以上

◎アトランタ国際大会参加30名
を掲げています。

　これらの目標に向かって、クラブ全体で取り組み
たいと思っております。

３．クラブ目標
　今年度のクラブ方針は「全員参加で素晴らしいク
ラブに！」とさせて頂きました。
個別的な方針として、
①　水戸南ロータリークラブは、白戸ガバナーの地
区方針及び数値目標に基づいた奉仕活動をして
いきたいと思います。
②　例会のプログラムを充実させ、楽しい例会運営
を進めてまいります。
③　出席率の向上。目標数値80％以上を目指しま
す。
④　会員総数目標95名以上を目指します。
⑤　対外行事、奉仕プロジェクト等に多くの参加を
して頂き、実際に体験して頂くことが大切である
と思います。

　社会は混迷の度を深めておりますが、各会員全員参加
のもと、ロータリーの基盤である奉仕活動に専念し、明る
く楽しいクラブ運営にしていきたいと考えております。
　米田幹事、理事、役員、各委員長の皆様と水戸南ロー
タリークラブの発展のために取り組んでまいりますので、
本年会員の皆様のご指導とご協力をよろしくお願い申し
上げます。

会　　長 綿　引　甚　介

　水　越　光　男

②武　田　　　誠

　市　毛　純　一

　橋　本　　　哲

①水　口　二　良

　鈴　木　憲　一

　郡　司　恵一郎

　小　川　啓　子

　赤　岩　賢　二

　岡　村　太　郎

　深　谷　　　智

　石　井　浩　一

　長　洲　雅　彦

　野　口　英　壽

　根　本　　　次

　河　野　正　政

　奈　良　早　苗

　斎　藤　孝　夫

　髙　野　　　賢

　及　川　　　譲

　米　森　　　厚

　宇留野　秀　一

　太　田　聖　史

　磯　崎　和　実

会 員 組 織

職 業 分 類

会 員 選 考

会 員 増 強

ロータリー情報

ク ラ ブ 管 理 運 営

出 席

親 睦 活 動

会 場 運 営

プ ロ グ ラ ム

広 報

会 報

Ｉ Ｔ 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 Ｂ Ｏ Ｘ

会 計

　兼　子　充　裕

③大　原　康　宏

　松　本　隆　史

　川　澄　千亜紀

②根　本　　　次

　川　﨑　紀　子

　久保田　規　子

　米　川　幸　喜

　菊　池　秀　機

　一　毛　裕　之

　長谷川　國　雄

　佐　藤　昌　樹

　亀　山　義　孝

　金　原　和　美

　大　原　康　宏

　髙　橋　伸　之

　小　泉　正　史

　谷　島　孝　明

　フラギス由美子

　粂　田　信　行

　石　川　啓　司

　中　本　邦　彦

　志　村　　　保

　武　田　　　誠

①篠　原　　　勉

　塩　沢　富　夫

　久信田　秀　一

　郡　司　恵一郎

　深　谷　　　智

　上　村　昭　彦

　船　橋　範　行

　山　本　　　大

　原　口　一　吉

　上　野　義　哉

　軍　司　由　佳

　井　澤　卓　司

　村　澤　義　行

　柏　　　　　茂

　廣　木　修　一

　河　野　正　政

　及　川　　　譲

　桑　名　武　之

　船　橋　範　行

　久保田　啓　藏

　原　口　一　吉

　川　﨑　紀　子

　川　上　正　一

　飯　嶋　秀　郎

　人　見　光　一

委　　　　　　　　　　　　　　　　員副 委 員 長委　員　長委　員　会

市　毛　純　一

小　川　啓　子

石　井　浩　一

皆　川　雄　作

国　本　美　加

川　﨑　英　輝

高　柳　益　美

北　原　　　実

大　金　　　誠

中　川　勝　義

米　川　和　利

奈　良　早　苗

笹　館　康　男

金　澤　一　史

草　野　達　也

佐　藤　　　衛

鈴　木　由紀子

沼　田　章　仁

兼　子　充　裕

工　藤　貴　正

橋　本　　　哲

赤　岩　賢　二

長　洲　雅　彦

大　森　三　男

根　本　直　哉

島　根　昌　明

蔀　　　英　二

斎　藤　孝　夫

瀬　浪　純　恵

黒　羽　昭　夫

根　本　直　哉

高　瀬　禎　広

田　口　喜三郎

瀬　浪　純　恵

小　路　　　實

桑　名　武　之

水　口　二　良

岡　村　太　郎

野　口　英　壽

鈴　木　由紀子

高　瀬　禎　広

髙　野　　　賢

冨　岡　聖司郎

竹　内　秀　雄

田　寺　尚　子

須　田　政　男

理 事 河野　正政（職業奉仕委員長）
奈良　早苗（社会奉仕委員長）
斎藤　孝夫（青少年奉仕委員長）
髙野　　賢（国際奉仕委員長）
兼子　充裕（副幹事）
橋本　　哲（会員増強委員長）
深谷　　智（広報委員長）
米森　　厚（ロータリー財団委員長）
宇留野秀一（米山記念奨学委員長）

役 員

オブザーバー

委員会編成表

岡村　太郎（プログラム委員長）
菊池　秀機（会場運営副委員長）
小川　啓子（親睦活動委員長）
郡司恵一郎（出席委員長）

綿引　甚介（会長）
水越　光男（会長エレクト・会員組織委員長）
鈴木　憲一（副会長・クラブ管理運営委員長）
米田　英雄（幹事）
磯崎　和実（会計）
赤岩　賢二（会場監督・会場運営委員長）
根本　　次（直前会長）

会計監査：塩沢　富夫 （注）　①3年任期委員　②2年任期委員　③1年任期委員
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