
8月の誕生祝です。皆さん、おめでとうございます。

海涛さんへ米山奨学金授与

８月誕生祝を代表して、田口会員の挨拶。90才を
目指して長生きするぞと決意表明がありました。

大抽選会の当選者スナップ

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

８月第３例会 ８月19日（金）

米田英雄会員……
河野正政会員……

久保田啓藏会員…

長谷川國雄会員…
田口喜三郎会員…

松本隆史会員……
斎藤孝夫会員……
大原康宏会員……
一毛裕之会員……
及川　譲会員……

根本　次会員……
小路　實会員……
鈴木憲一会員……
奈良早苗会員……
野口英壽会員……
北原　実会員……
川澄千亜紀会員…
郡司恵一郎会員…
大森三男会員……
太田聖史会員……

■ニコニコBOX（８月19日（金）扱）

■ゲスト

この計　　 20件　　 79,000円

ご家族の皆様、ようこそ。
親睦活動委員会の皆様、早くから準備ご苦労様で
した。楽しみにしています。
親睦家族例会を記念して。誕生祝い有難うござい
ます。
納涼例会、一人で来ました。
親睦活動委員会の皆様、ご苦労様です。今日はワ
イフを連れて来ました。宜しく！！また、誕生祝
い有難うございます。
親睦活動委員会の皆様ご苦労様です。
お世話になります。
ご苦労様。
親睦家族例会お世話になります。
本日、親睦家族例会楽しみにしています。親睦活
動委員会の皆様ご苦労様です。
家族がお世話になります。
誕生祝い有難うございました。
妻が参加しました。
今夜も楽しい例会になりそうですね。
今日は家族でお世話になります。
本日、親睦家族例会楽しみにしています。
今日は長女と長男がお世話になります。
母は８月22日で92歳です。元気です。
親睦家族例会楽しみにしてました。
今日は妻と出席です。

米山奨学生　　海　涛さん

■会員メークアップ
8/12　北海道2500REC　　工藤貴正
8/12　ワールド大阪REC　　工藤貴正
8/18　ワールド大阪REC　　小路　實

コーンサラダ

海老団子とトロミスープ翡翠仕立て

細切りビーフと大蒜の茎のピリ辛炒め

角切りチキントーチー炒め

白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐

会食メニュー

１. －御礼－
８月19日㈮の家族親睦納涼例会にご参加頂きまし
た会員・ご家族の皆様、また納涼例会を盛り上げて
頂いた各委員会及びプラザホテルスタッフの皆様、
ありがとうございました。
～ 次回家族例会 ～
2017年１月６日㈮　新年家族例会　18:30～　

（水戸プラザホテル）
大勢のご参加お待ちしております。

２. 第３回定例理事会が開催されます。
日　時：８月29日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
出席者：理事、役員、オブザーバー
（メークアップ出席となりますので、多数の出席をお願い致します。）

３. 新会員候補者について
候補者３名が承認されました。

４. 水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC　８月29日㈪⇒８月28日㈰

於 大洗サンビーチ（移動家族例会）
水戸西RC　　　８月31日㈬　17:30～

於 ウェディングレストラン シェフィーヌ
（納涼家族パーティー）

５. 次回例会日程
日　時：９月２日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
　　　　「白戸仲久ガバナー公式訪問」
　　　　 8:40～　ガバナー・会長・会長エレクト・幹事協議会
　　　　10:00～　クラブ協議会
　　　　12:30～　例　会
　　　　14:00～　懇親会

Vol.44  No7（第2076）－１ 2016年（平成28年）８月26日（金）
会員増強・新クラブ結成推進月間

８月第４例会プログラム
2016年８月26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. 各研究会報告（ロータリー財団研究会・クラ

ブ奉仕研究会・青少年奉仕研究会）
 5. 米山記念奨学カウンセラー感謝状伝達
 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 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. 卓話「ガバナー公式訪問に備えて」

 幡谷　誠第３分区ガバナー補佐（水戸RC）
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

4－Vol.44  No7（第2076）

前　週訂正出席率78.02％
前々週訂正出席率71.91％
ご家族　96名95名 64名 31名 72.73％８月第３例会（８月19日）

出席状況

■米山BOX（８月19日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計930,000円）
小路　實会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計180,000円）

この計　　２件　　20,000円



会長、幹事、お疲れ様です

水戸工業高等学校ジャズバンド部ブルービギナーズの演奏 チャリティーでCDの販売

サックスのソロ！

ご協力ありがとうございます

米山奨学生の海涛さんと川澄カウンセラー

お子様向けボーリングコーナー

乾杯！

綿引会長の納涼家族例会開会の挨拶 水越会長エレクトによる乾杯の挨拶

パスタコーナー思わずにっこり

牛ステーキコーナー

水工の軽音楽部の活動にお役立てくださいねこちらでもご購入です

トランペットのソロ！

大抽選会の当選者スナップ

家族親睦納涼例会
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