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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４例会 ８月26日（金）

第３分区ガバナー補佐 幡谷　誠会員
　　　　　　……
米田英雄会員……

二川隆司会員……
中川勝義会員……
松本隆史会員……

深谷　智会員……

菊池秀機会員……
岡村太郎会員……

久保田規子会員…

原口一吉会員……

田村　大会員……
石川啓司会員……

村澤義行会員……

■ニコニコBOX（８月26日（金）扱）

■ゲスト

この計　　 13件　　 48,000円
月　計　　 54件　　195,000円
この計　　113件　　399,000円

事前訪問に参りました。宜しくお願い致します。
第３分区ガバナー補佐、卓話宜しくお願い致しま
す。
宜しくお願いします。
少し良い事がありました。
第３分区ガバナー補佐幡谷誠様、本日は宜しくお
願いします。
本日、誕生日です。先日はお祝い有難うございま
した。
納涼家族例会、野球大会と皆様お疲れ様でした。
納涼家族例会、楽しかったです。お世話になりま
した。黄門野球も、どうも有難うございました。
納涼家族例会お疲れ様でした。また、息子が皆様
にご迷惑をおかけし、すみませんでした。
何事も自分にしてもらいたい事は他人にも同じよ
うにしなさい。
今後とも宜しくお願いします。
東京方面で彫刻の仕事に就いている長男（28
歳）が、多摩美大大学院の同級生と入籍しまし
た。母を亡くして一減一増です。
納涼家族例会有難うございました。

第３分区ガバナー補佐　　　幡谷　誠会員（水戸RC）
ガバナー補佐セクレタリー　但野友久会員（水戸RC）

■会員メークアップ
8/19　REC Sunrise of Japan　　谷島孝明
8/19　e CLUB ONE　　　　　　佐藤昌樹

焼八寸　秋刀魚柚庵焼き　玉子焼き　鶏八幡巻き
　　　　栗甘露煮　茸のお浸しポン酢和え　林檎蒟蒻
　　　　海老紫蘇焼き
造　里　鮪　鯛
煮　物　信田巻き　栗麩　南瓜　紅葉人参　隠元
小　鉢　豆乳豆腐　酢味噌掛け
食　事　鱧御飯　べったら漬
止　椀　赤出汁

会食メニュー

１. 本日のスケジュール
10:00～12:10　クラブ協議会
12:30～13:30　クラブ例会
13:40～13:50　白戸仲久ガバナーと記念撮影
14:00～15:05　懇親会

２. ９月のロータリーレート
１ドル＝102円

３. クラブ米山委員長及びカウンセラーセミナーが開催されます。
日　時：９月４日㈰　10:30～15:00
場　所：三の丸ホテル　TEL.029-221-3011　
出席者：小路實米山記念奨学委員

４. 会員動静
本日３名入会により、現在の会員数は98名となり
ました。

５. 次回例会日程
移動例会・職場訪問
日　時：９月９日㈮　12:30～
場　所：大学ボウル　水戸店　
(水戸市元吉田町1059-3　TEL.029-248-3551)
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基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間

９月第１例会プログラム
白戸仲久ガバナー公式訪問

2016年９月２日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング
 3. ビジター紹介
 4. ゲスト紹介

 RI第2820地区ガバナー　白戸仲久氏（古河中央RC）
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠氏（水戸RC）　　

 5. 新会員入会式
 石井邦明さん、櫻井盛二さん、高梨博行さん

 6. 会食・会務報告・幹事報告
 7. ガバナー記念講演

 RI第2820地区白戸仲久ガバナー
 8. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率78.89％
前々週訂正出席率78.02％95名 54名 41名 62.79％８月第４例会（８月26日）

出席状況

■財団BOX（８月26日（金）扱）
井澤卓司会員……財団の友献金（第３回）

＄100　10,200円（累計＄5,300）
石川啓司会員……財団の友献金（第10回）

＄100　10,200円（累計＄5,000）

この計　　２件　　＄200　　20,400円

■米山BOX（８月26日（金）扱）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計820,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第５・６回）

20,000円（累計360,000円）
斎藤孝夫会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計210,000円）

この計　　３件　　40,000円



野口委員長による「雑誌の時間」 斎藤委員長による青少年奉仕研究会の報告 久保田規子副委員長による出席状況報告

８月第４例会 ８月26日（金）

８月の卓話８月の卓話
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～会員増強・新クラブ結成推進月間によせて～

　「会員増強」を簡潔に表現すれば、仲間（友達）を増
やすことです。「奉仕の理想」の旗のもと、ロータリー
の諸活動に積極的に参加する仲間を増やすことです。
ロータリー入会に際し、綱領や理念に賛同して加入する
人は皆無です。勧誘した会員の人物人柄、クラブのイ
メージやブランド＝既存会員の名簿、例会のプログラム
や雰囲気、負担すべき費用等が重要な判断基準です。即
ち魅力的なロータリークラブか否かが鍵で、クラブに魅
力が無いと人は集まりません。残念ながら入会して２～
３年で退会する会員が多いのも事実で、ロータリーが期
待に応えていない側面は否めません。また近頃の新会員
は、ロータリーの理解や勉強が足りないとの指摘もあり
ます。会員一人一人のロータリアンとしての資質・能力
の開発ため、私は以下の三項目を提案致します。

①100％出席会員を目指そう！
②My Rotaryにアカウント登録し、ロータリークラ
ブ・セントラルを活用しよう！

③『ロータリーの友』を愛読し、奉仕活動やロータ
リーについて学ぼう！

　国際ロータリーが掲げる戦略計画＝３つの優先項目
（クラブのサポートと強化・人道的奉仕の重点化と増
加・公共イメージと認知度の向上）及び、中核的価値観
（CORE VALUES）は「ロータリーとは何か」「ロータ
リーとは何をする団体なのか」を理解するのに最適で
す。この中核的価値観（親睦・高潔性・多様性・奉仕・
リーダーシップ）は、ロータリーの目的を始め、決議
23－34、職業奉仕に関する声明、ロータリアンの行動
規範等のロータリーの綱領的文書が思想的背景です。
「親睦」「奉仕」に並ぶ「高潔性」はいかにもロータ
リーらしい概念ですが、注目すべきは「多様性」です。
ロータリーは会員の職業構成だけでなく、ロータリーの

解釈や理解の仕方についても百人百様で、私はこれこ
そロータリーの魅力だと思います。
　2016年規定審議会に象徴される国際ロータリーの方
向性や在り方に対し、ロータリーの哲学や理念を置き去
りにしている、との根強い批判があります。「会員増強
はロータリー運動の結果であり、目的ではないことを再
考すべきです。公共イメージは高めるものではなく、
高まるものだと気付かなければなりません」は『ロー
タリーの友』に寄せられた代表的な意見です。
　しかしロータリー100年の歩みは、二度の世界大戦
や世界恐慌など国際社会の荒波を乗り越えてきた歴史で
す。「最も強い者が生き残るのではない。最も賢い者が
生き延びるわけでもない。唯一生き残るのは変化できる
者である」チャールズ・ダーウィンの一節にあるよう
に、国際ロータリーが時代の変化を敏感に捉え、柔軟
に自己変革を重ねたゆえ今日があると思います。
　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。今年度は白戸ガバ
ナーの肝いりでロータリー情報委員会（大久保博之委員
長）が復活し、全クラブで会員満足度調査を実施しまし
た。これを周知・徹底するため会員増強・情報セミ
ナーを、クラブ会長・幹事に参加頂き５月に開催しま
した。保延輝文ガバナーエレクトは、次年度も会員満
足度調査を継続すると明言しています。このアンケー
ト調査結果を踏まえ、クラブの地域社会での存在意義
の再確認と、改善すべき課題を全員参加で議論しま
しょう。そしてクラブの将来像を見据えた３年程度の
中期計画の策定に取り組みましょう。こうしたクラブ
の強化・活性化が魅力的なロータリークラブ創りに繋
がり、会員数の増加という好循環を生み出す原動力に
なると確信致します。

　RI会長のジョンＦ．ジャーム氏は、アメリカ・テネ
シー州チャタヌーガRC会員で、エンジニアリングのコ
ンサルト会社の経営者です。
　RI会長テーマ「人類に奉仕するロータリー」を掲げて
おります。本年はロータリー財団100周年を迎えま
す。ロータリアンの更なる財団への協力を要請されてお
ります。
　第2820地区の本年度、白戸仲久ガバナーについてお
話します。
　白戸ガバナーは、昭和16年11月生まれで現在75歳
です。旧総和町の農家で生まれ、農家を継ぐため埼玉県
立杉戸農業高校に進まれ農業に従事されましたが、陸稲
と麦作が主体であったため、自分の夢とかけ離れていた
ようです。その後、町で工場誘致が始まり、土地の売却
益で乳牛を購入し、酪農を始められたようです。その
後、友人と自動車整備工場を立ち上げました。モータ
リゼーションの追い風に乗り事業を拡大し、トヨタの
ビスタ店の販売店に応募し、販売権を取得されまし
た。現在、ネッツ11店舗、VW３店舗を経営されてお
ります。

　ロータリー歴は、
　　1976年　古河RC入会
　　1996年　総和RC（現古河中央RC）拡大委員長
　　1998年　総和RC創立初代会長・翌年二代会長
　　2002‐03年度

第５分区（現第４分区）ガバナー補佐
　　2005年10月～2014年３月

古河中央RC名誉会員（古河市長就任のため）
　　2014年３月　　古河中央RC正会員へ身分変更
　　2015‐16年度　RI第2820地区ガバナーエレクト
　　2016年７月～

RI第2820地区ガバナーに就任、現在に至る
　白戸年度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！」ガバナーの意気込みが感じられま
す。ロータリーの友７月号のガバナー紹介記事で、白戸
ガバナーは真摯で前向きな人と田島地区幹事は書いてお
られます。８人のガバナー補佐とのミーティングをこ
まめに開き、意思の疎通を図られております。
　白戸ガバナーは間違いなく、第2820地区を発展させ
て頂けると思います。

井澤　卓司（水戸南RC）
地区クラブ奉仕総括委員長

ガバナー公式訪問に備えて

幡谷　誠（水戸RC）

国際ロータリー第2820地区
第３分区ガバナー補佐

日　時　平成28年８月29日㈪　18:30～

場　所　「天天」（水戸市泉町2-3-2）
出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　根本　次　　赤岩賢二

理　事　　河野正政　　奈良早苗　　宇留野秀一　髙野　賢　　兼子充裕　　深谷　智　　米森　厚　
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　　川﨑紀子

議　題 
①　９月プログラムについて 《承認》
②　移動例会について 《確認》
③　入会予定者について 《承認》
④　「この指とまれ」賛助について 《承認》
⑤　ロータリー財団100周年協力金について 《承認》

保留事項
　インターアクトクラブのスポンサー提唱について、例会時に外部・内部の卓話を受けた後、クラブ内アンケートを
取り方向性を決めて行く事としました。

次回定例理事会
１．日時　平成28年10月３日㈪　理事会 18:30～  懇親会 19:30～
２．場所　「天天」（水戸市泉町2-3-2）　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉

2016-2017年度　第３回定例理事会　議事録

野口委員長による「雑誌の時間」 斎藤委員長による青少年奉仕研究会の報告 久保田規子副委員長による出席状況報告

８月第４例会 ８月26日（金）

８月の卓話８月の卓話
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しょう。そしてクラブの将来像を見据えた３年程度の
中期計画の策定に取り組みましょう。こうしたクラブ
の強化・活性化が魅力的なロータリークラブ創りに繋
がり、会員数の増加という好循環を生み出す原動力に
なると確信致します。

　RI会長のジョンＦ．ジャーム氏は、アメリカ・テネ
シー州チャタヌーガRC会員で、エンジニアリングのコ
ンサルト会社の経営者です。
　RI会長テーマ「人類に奉仕するロータリー」を掲げて
おります。本年はロータリー財団100周年を迎えま
す。ロータリアンの更なる財団への協力を要請されてお
ります。
　第2820地区の本年度、白戸仲久ガバナーについてお
話します。
　白戸ガバナーは、昭和16年11月生まれで現在75歳
です。旧総和町の農家で生まれ、農家を継ぐため埼玉県
立杉戸農業高校に進まれ農業に従事されましたが、陸稲
と麦作が主体であったため、自分の夢とかけ離れていた
ようです。その後、町で工場誘致が始まり、土地の売却
益で乳牛を購入し、酪農を始められたようです。その
後、友人と自動車整備工場を立ち上げました。モータ
リゼーションの追い風に乗り事業を拡大し、トヨタの
ビスタ店の販売店に応募し、販売権を取得されまし
た。現在、ネッツ11店舗、VW３店舗を経営されてお
ります。

　ロータリー歴は、
　　1976年　古河RC入会
　　1996年　総和RC（現古河中央RC）拡大委員長
　　1998年　総和RC創立初代会長・翌年二代会長
　　2002‐03年度

第５分区（現第４分区）ガバナー補佐
　　2005年10月～2014年３月

古河中央RC名誉会員（古河市長就任のため）
　　2014年３月　　古河中央RC正会員へ身分変更
　　2015‐16年度　RI第2820地区ガバナーエレクト
　　2016年７月～

RI第2820地区ガバナーに就任、現在に至る
　白戸年度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！」ガバナーの意気込みが感じられま
す。ロータリーの友７月号のガバナー紹介記事で、白戸
ガバナーは真摯で前向きな人と田島地区幹事は書いてお
られます。８人のガバナー補佐とのミーティングをこ
まめに開き、意思の疎通を図られております。
　白戸ガバナーは間違いなく、第2820地区を発展させ
て頂けると思います。

井澤　卓司（水戸南RC）
地区クラブ奉仕総括委員長

ガバナー公式訪問に備えて

幡谷　誠（水戸RC）

国際ロータリー第2820地区
第３分区ガバナー補佐

日　時　平成28年８月29日㈪　18:30～

場　所　「天天」（水戸市泉町2-3-2）
出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　根本　次　　赤岩賢二

理　事　　河野正政　　奈良早苗　　宇留野秀一　髙野　賢　　兼子充裕　　深谷　智　　米森　厚　
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　　川﨑紀子

議　題 
①　９月プログラムについて 《承認》
②　移動例会について 《確認》
③　入会予定者について 《承認》
④　「この指とまれ」賛助について 《承認》
⑤　ロータリー財団100周年協力金について 《承認》

保留事項
　インターアクトクラブのスポンサー提唱について、例会時に外部・内部の卓話を受けた後、クラブ内アンケートを
取り方向性を決めて行く事としました。

次回定例理事会
１．日時　平成28年10月３日㈪　理事会 18:30～  懇親会 19:30～
２．場所　「天天」（水戸市泉町2-3-2）　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉
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野口委員長による「雑誌の時間」 斎藤委員長による青少年奉仕研究会の報告 久保田規子副委員長による出席状況報告

８月第４例会 ８月26日（金）

８月の卓話８月の卓話
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～会員増強・新クラブ結成推進月間によせて～

　「会員増強」を簡潔に表現すれば、仲間（友達）を増
やすことです。「奉仕の理想」の旗のもと、ロータリー
の諸活動に積極的に参加する仲間を増やすことです。
ロータリー入会に際し、綱領や理念に賛同して加入する
人は皆無です。勧誘した会員の人物人柄、クラブのイ
メージやブランド＝既存会員の名簿、例会のプログラム
や雰囲気、負担すべき費用等が重要な判断基準です。即
ち魅力的なロータリークラブか否かが鍵で、クラブに魅
力が無いと人は集まりません。残念ながら入会して２～
３年で退会する会員が多いのも事実で、ロータリーが期
待に応えていない側面は否めません。また近頃の新会員
は、ロータリーの理解や勉強が足りないとの指摘もあり
ます。会員一人一人のロータリアンとしての資質・能力
の開発ため、私は以下の三項目を提案致します。

①100％出席会員を目指そう！
②My Rotaryにアカウント登録し、ロータリークラ
ブ・セントラルを活用しよう！
③『ロータリーの友』を愛読し、奉仕活動やロータ
リーについて学ぼう！

　国際ロータリーが掲げる戦略計画＝３つの優先項目
（クラブのサポートと強化・人道的奉仕の重点化と増
加・公共イメージと認知度の向上）及び、中核的価値観
（CORE VALUES）は「ロータリーとは何か」「ロータ
リーとは何をする団体なのか」を理解するのに最適で
す。この中核的価値観（親睦・高潔性・多様性・奉仕・
リーダーシップ）は、ロータリーの目的を始め、決議
23－34、職業奉仕に関する声明、ロータリアンの行動
規範等のロータリーの綱領的文書が思想的背景です。
「親睦」「奉仕」に並ぶ「高潔性」はいかにもロータ
リーらしい概念ですが、注目すべきは「多様性」です。
ロータリーは会員の職業構成だけでなく、ロータリーの

解釈や理解の仕方についても百人百様で、私はこれこ
そロータリーの魅力だと思います。
　2016年規定審議会に象徴される国際ロータリーの方
向性や在り方に対し、ロータリーの哲学や理念を置き去
りにしている、との根強い批判があります。「会員増強
はロータリー運動の結果であり、目的ではないことを再
考すべきです。公共イメージは高めるものではなく、
高まるものだと気付かなければなりません」は『ロー
タリーの友』に寄せられた代表的な意見です。
　しかしロータリー100年の歩みは、二度の世界大戦
や世界恐慌など国際社会の荒波を乗り越えてきた歴史で
す。「最も強い者が生き残るのではない。最も賢い者が
生き延びるわけでもない。唯一生き残るのは変化できる
者である」チャールズ・ダーウィンの一節にあるよう
に、国際ロータリーが時代の変化を敏感に捉え、柔軟
に自己変革を重ねたゆえ今日があると思います。
　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。今年度は白戸ガバ
ナーの肝いりでロータリー情報委員会（大久保博之委員
長）が復活し、全クラブで会員満足度調査を実施しまし
た。これを周知・徹底するため会員増強・情報セミ
ナーを、クラブ会長・幹事に参加頂き５月に開催しま
した。保延輝文ガバナーエレクトは、次年度も会員満
足度調査を継続すると明言しています。このアンケー
ト調査結果を踏まえ、クラブの地域社会での存在意義
の再確認と、改善すべき課題を全員参加で議論しま
しょう。そしてクラブの将来像を見据えた３年程度の
中期計画の策定に取り組みましょう。こうしたクラブ
の強化・活性化が魅力的なロータリークラブ創りに繋
がり、会員数の増加という好循環を生み出す原動力に
なると確信致します。

　RI会長のジョンＦ．ジャーム氏は、アメリカ・テネ
シー州チャタヌーガRC会員で、エンジニアリングのコ
ンサルト会社の経営者です。
　RI会長テーマ「人類に奉仕するロータリー」を掲げて
おります。本年はロータリー財団100周年を迎えま
す。ロータリアンの更なる財団への協力を要請されてお
ります。
　第2820地区の本年度、白戸仲久ガバナーについてお
話します。
　白戸ガバナーは、昭和16年11月生まれで現在75歳
です。旧総和町の農家で生まれ、農家を継ぐため埼玉県
立杉戸農業高校に進まれ農業に従事されましたが、陸稲
と麦作が主体であったため、自分の夢とかけ離れていた
ようです。その後、町で工場誘致が始まり、土地の売却
益で乳牛を購入し、酪農を始められたようです。その
後、友人と自動車整備工場を立ち上げました。モータ
リゼーションの追い風に乗り事業を拡大し、トヨタの
ビスタ店の販売店に応募し、販売権を取得されまし
た。現在、ネッツ11店舗、VW３店舗を経営されてお
ります。

　ロータリー歴は、
　　1976年　古河RC入会
　　1996年　総和RC（現古河中央RC）拡大委員長
　　1998年　総和RC創立初代会長・翌年二代会長
　　2002‐03年度

第５分区（現第４分区）ガバナー補佐
　　2005年10月～2014年３月

古河中央RC名誉会員（古河市長就任のため）
　　2014年３月　　古河中央RC正会員へ身分変更
　　2015‐16年度　RI第2820地区ガバナーエレクト
　　2016年７月～

RI第2820地区ガバナーに就任、現在に至る
　白戸年度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！」ガバナーの意気込みが感じられま
す。ロータリーの友７月号のガバナー紹介記事で、白戸
ガバナーは真摯で前向きな人と田島地区幹事は書いてお
られます。８人のガバナー補佐とのミーティングをこ
まめに開き、意思の疎通を図られております。
　白戸ガバナーは間違いなく、第2820地区を発展させ
て頂けると思います。

井澤　卓司（水戸南RC）
地区クラブ奉仕総括委員長

ガバナー公式訪問に備えて
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国際ロータリー第2820地区
第３分区ガバナー補佐

日　時　平成28年８月29日㈪　18:30～

場　所　「天天」（水戸市泉町2-3-2）
出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　根本　次　　赤岩賢二
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①　９月プログラムについて 《承認》
②　移動例会について 《確認》
③　入会予定者について 《承認》
④　「この指とまれ」賛助について 《承認》
⑤　ロータリー財団100周年協力金について 《承認》

保留事項
　インターアクトクラブのスポンサー提唱について、例会時に外部・内部の卓話を受けた後、クラブ内アンケートを
取り方向性を決めて行く事としました。

次回定例理事会
１．日時　平成28年10月３日㈪　理事会 18:30～  懇親会 19:30～
２．場所　「天天」（水戸市泉町2-3-2）　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉
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　白戸年度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！」ガバナーの意気込みが感じられま
す。ロータリーの友７月号のガバナー紹介記事で、白戸
ガバナーは真摯で前向きな人と田島地区幹事は書いてお
られます。８人のガバナー補佐とのミーティングをこ
まめに開き、意思の疎通を図られております。
　白戸ガバナーは間違いなく、第2820地区を発展させ
て頂けると思います。

井澤　卓司（水戸南RC）
地区クラブ奉仕総括委員長

ガバナー公式訪問に備えて

幡谷　誠（水戸RC）

国際ロータリー第2820地区
第３分区ガバナー補佐

日　時　平成28年８月29日㈪　18:30～

場　所　「天天」（水戸市泉町2-3-2）
出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　根本　次　　赤岩賢二

理　事　　河野正政　　奈良早苗　　宇留野秀一　髙野　賢　　兼子充裕　　深谷　智　　米森　厚　
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　　川﨑紀子

議　題 
①　９月プログラムについて 《承認》
②　移動例会について 《確認》
③　入会予定者について 《承認》
④　「この指とまれ」賛助について 《承認》
⑤　ロータリー財団100周年協力金について 《承認》

保留事項
　インターアクトクラブのスポンサー提唱について、例会時に外部・内部の卓話を受けた後、クラブ内アンケートを
取り方向性を決めて行く事としました。

次回定例理事会
１．日時　平成28年10月３日㈪　理事会 18:30～  懇親会 19:30～
２．場所　「天天」（水戸市泉町2-3-2）　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉

2016-2017年度　第３回定例理事会　議事録



川澄会員に米山記念奨学カウンセラー感謝状の伝達

卓話「ガバナー公式訪問にそなえて」幡谷誠第３分区ガバナー
補佐

石川副委員長によるロータリー財団の報告 宇留野委員長による米山記念奨学の報告人見会員によるニコニコBOXの報告

本日は中華

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４例会 ８月26日（金）

第３分区ガバナー補佐 幡谷　誠会員
　　　　　　……
米田英雄会員……

二川隆司会員……
中川勝義会員……
松本隆史会員……

深谷　智会員……

菊池秀機会員……
岡村太郎会員……

久保田規子会員…

原口一吉会員……

田村　大会員……
石川啓司会員……

村澤義行会員……

■ニコニコBOX（８月26日（金）扱）

■ゲスト

この計　　 13件　　 48,000円
月　計　　 54件　　195,000円
この計　　113件　　399,000円

事前訪問に参りました。宜しくお願い致します。
第３分区ガバナー補佐、卓話宜しくお願い致しま
す。
宜しくお願いします。
少し良い事がありました。
第３分区ガバナー補佐幡谷誠様、本日は宜しくお
願いします。
本日、誕生日です。先日はお祝い有難うございま
した。
納涼家族例会、野球大会と皆様お疲れ様でした。
納涼家族例会、楽しかったです。お世話になりま
した。黄門野球も、どうも有難うございました。
納涼家族例会お疲れ様でした。また、息子が皆様
にご迷惑をおかけし、すみませんでした。
何事も自分にしてもらいたい事は他人にも同じよ
うにしなさい。
今後とも宜しくお願いします。
東京方面で彫刻の仕事に就いている長男（28
歳）が、多摩美大大学院の同級生と入籍しまし
た。母を亡くして一減一増です。
納涼家族例会有難うございました。

第３分区ガバナー補佐　　　幡谷　誠会員（水戸RC）
ガバナー補佐セクレタリー　但野友久会員（水戸RC）

■会員メークアップ
8/19　REC Sunrise of Japan　　谷島孝明
8/19　e CLUB ONE　　　　　　佐藤昌樹

焼八寸　秋刀魚柚庵焼き　玉子焼き　鶏八幡巻き
　　　　栗甘露煮　茸のお浸しポン酢和え　林檎蒟蒻
　　　　海老紫蘇焼き
造　里　鮪　鯛
煮　物　信田巻き　栗麩　南瓜　紅葉人参　隠元
小　鉢　豆乳豆腐　酢味噌掛け
食　事　鱧御飯　べったら漬
止　椀　赤出汁

会食メニュー

１. 本日のスケジュール
10:00～12:10　クラブ協議会
12:30～13:30　クラブ例会
13:40～13:50　白戸仲久ガバナーと記念撮影
14:00～15:05　懇親会

２. ９月のロータリーレート
１ドル＝102円

３. クラブ米山委員長及びカウンセラーセミナーが開催されます。
日　時：９月４日㈰　10:30～15:00
場　所：三の丸ホテル　TEL.029-221-3011　
出席者：小路實米山記念奨学委員

４. 会員動静
本日３名入会により、現在の会員数は98名となり
ました。

５. 次回例会日程
移動例会・職場訪問
日　時：９月９日㈮　12:30～
場　所：大学ボウル　水戸店　
(水戸市元吉田町1059-3　TEL.029-248-3551)

Vol.44  No8（第2077）－１ 2016年（平成28年）９月２日（金）
基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間

９月第１例会プログラム
白戸仲久ガバナー公式訪問

2016年９月２日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング
 3. ビジター紹介
 4. ゲスト紹介

 RI第2820地区ガバナー　白戸仲久氏（古河中央RC）
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠氏（水戸RC）　　

 5. 新会員入会式
 石井邦明さん、櫻井盛二さん、高梨博行さん

 6. 会食・会務報告・幹事報告
 7. ガバナー記念講演

 RI第2820地区白戸仲久ガバナー
 8. 点鐘・閉会

4－Vol.44  No8（第2077）

前　週訂正出席率78.89％
前々週訂正出席率78.02％95名 54名 41名 62.79％８月第４例会（８月26日）

出席状況

■財団BOX（８月26日（金）扱）
井澤卓司会員……財団の友献金（第３回）

＄100　10,200円（累計＄5,300）
石川啓司会員……財団の友献金（第10回）

＄100　10,200円（累計＄5,000）

この計　　２件　　＄200　　20,400円

■米山BOX（８月26日（金）扱）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計820,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第５・６回）

20,000円（累計360,000円）
斎藤孝夫会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計210,000円）

この計　　３件　　40,000円


