
ホテル玄関前で、白戸ガバナーをお迎えです。
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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

９月第１例会 ９月２日（金）

幡谷　誠氏（第３分区ガバナー補佐）
　　　　　　……

綿引甚介会員……

米田英雄会員……
鈴木忠夫会員……
小川啓子会員……
長谷川國雄会員…

塩沢富夫会員・河野正政会員
　　　　　　……

水越光男会員……

櫻井盛二会員……
久保田啓藏会員…
大金　誠会員……

市毛純一会員……

水口二良会員……

松本隆史会員……
髙野　賢会員……

根本　次会員……

一毛裕之会員……
武田　誠会員……

深谷　智会員……

山本　大会員……
奈良早苗会員……

石井浩一会員……

赤岩賢二会員……
米川幸喜会員……

長洲雅彦会員……

谷島孝明会員……
岡村太郎会員……

宇留野秀一会員…
川﨑英輝会員……

上野義哉会員……

磯崎和実会員……

高梨博行会員……

■ニコニコBOX（９月２日（金）扱）

この計　　 40件　　159,000円

本日のガバナー公式訪問、宜しくお願い致し
ます。
白戸ガバナー、本日はお世話になります。宜
しくお願いします。
白戸ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
白戸ガバナー、有難うございます。
白戸ガバナー、ご指導有難うございます。
白戸ガバナー公式訪問、ご指導宜しくお願い
します。

櫻井さん、高梨さん、石井さん入会おめでと
うございます。
白戸ガバナーのクラブ協議会有難うございま
した。
休養明けです。宜しくお願い致します。
ガバナー公式訪問を記念して。
白戸ガバナー、幡谷第３分区ガバナー補佐、
宜しくお願いします。
白戸ガバナー、お世話になります。櫻井さん、石
井さん、高梨さん入会おめでとうございます。
白戸ガバナー、幡谷第３分区ガバナー補佐、田島
地区幹事、福田地区会計長の御来訪を歓迎して。
白戸ガバナー、今日はご苦労様です。
白戸ガバナー、幡谷第３分区ガバナー補佐、
宜しくお願いします。
白戸ガバナー、本日はお世話になります。新
会員の皆様、入会おめでとうございます。
櫻井さん、お帰りなさい。
櫻井さん、石井さん、高梨さん、入会おめでとうござ
います。櫻井さんは、よくぞカムバック頂きました。
白戸ガバナー、ようこそ！櫻井さん、お帰り
なさい！！
櫻井さん、お待ちしておりました。
我家のたった一匹のゴキブリが食料難で生き
絶え絶えでした。
白戸ガバナー、水戸南ＲＣへようこそ。卓話
宜しくお願いします。
ガバナーの皆様、ようこそ。
本日、入会の皆様宜しくお願いします。おめ
でとうございます。
白戸ガバナー、有難うございます。新会員の
皆様、ようこそ水戸南へ。
ようこそ水戸南に！！
白戸ガバナー、本日はご指導頂き有難うござ
いました。
白戸ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
白戸ガバナー、本日はお世話になります。新
入会の皆様おめでとうございます。
白戸ガバナー有難うございました。新会員の
皆様おめでとうございます。
白戸ガバナーようこそ！そしてクラブ協議会
でのご指導有難うございました。
本日、入会致します高梨と申します。これか
ら宜しくお願い致します。

石井邦明会員……

小路　實会員……

石川啓司会員……
郡司恵一郎会員…
及川　譲会員……

川澄千亜紀会員…

太田聖史会員……

本日、入会致します石井邦明です。これから
宜しくお願い致します。
本日入会の高梨さん、石井さん今後とも宜し
くお願いします。
櫻井盛二会員の再入会を祝して。
新会員入会記念。櫻井さんお帰りなさい。
白戸ガバナー協議会有難うございました。櫻
井会員、お帰りなさい。
白戸ガバナー、本日は有難うございます。新会
員の高梨さんです。宜しくお願い致します。
８月はニコニコBOXへのご献金は、54件
195,000円でした。有難うございます。今
後とも宜しくお願いします。 １. 新会員所属委員会について

石井邦明会員及び高梨博行会員は親睦活動委員会、
櫻井盛二会員は出席委員会となります。

２. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：９月14日㈬　18:30～
場　所：でん助　TEL.029-221-8987　　
会　費：5,000円
　　　　（メークアップ出席扱いとなります。）

３. 水戸市内RC例会変更

水戸東RC　９月29日㈭　12:30～
於 吉沢小学校（交通安全教室の為）

４. 次回例会日程
日　時：９月16日㈮ 　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：９月誕生祝い

研究会報告
（職業奉仕・ロータリー財団・社会奉仕・国際奉仕）

水戸東RC　　　　9月15日㈭
水戸好文RC　　　9月15日㈭
水戸さくらRC　　9月26日㈪
水戸西RC　　　　9月28日㈬
水戸RC（ホストクラブ）　9月27日㈫

Vol.44  No9（第2078）－１ 2016年（平成28年）９月９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２例会プログラム

2016年９月９日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 会務報告・幹事報告
 3. 会食（パーティールームにて）
 4. 職業説明及びスケジュール 国本美加会員
 5. 場内見学
（綿引会長始球式・専属プロによるデモンスト
レーション・フリー投球）

4－Vol.44  No9（第2078）

前　週訂正出席率69.66％
前々週訂正出席率81.11％98名 71名 27名 76.34％９月第１例会（９月２日）

出席状況

■財団BOX（９月２日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第４回）

＄100　10,200円（累計＄12,400）
大原康宏会員……財団の友献金（第３回）

＄100　10,200円（累計＄10,300）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第９回）

＄100　10,200円（累計 ＄8,900）
大金　誠会員……財団の友献金（第２回）

＄100　10,200円（累計 ＄6,200）
井澤卓司会員……財団の友献金（第４回）

＄100　10,200円（累計 ＄5,400）
櫻井盛二会員……財団の友献金（第１回）

＄100　10,200円（累計 ＄4,100）
米田英雄会員……財団の友献金（第１回）

＄100　10,200円（累計 ＄3,100）
山本　大会員……財団の友献金（第２回）

＄100　10,200円（累計 ＄2,200）

この計　　８件　　＄800　　81,600円

■米山BOX（９月２日（金）扱）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計830,000円）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計610,000円）
櫻井盛二会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計510,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計330,000円）
武田　誠会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計240,000円）
兼子充裕会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計220,000円）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計220,000円）
山本　大会員……準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）

この計　　８件　　80,000円

於 大学ボウル 水戸店
職場訪問

９月27日㈫
　　　　18:00～
市内RC合同例会
於 水戸京成ホテル



クラブ協議会会場前綿引会長、米田幹事、及び役員の協議会長谷川PGがお出迎えの挨拶

綿引会長による懇親会の開会挨拶

白戸ガバナー記念講演ガバナーを囲んでの昼食

本日の昼食です。

会員全員で乾杯

ソングリーダー桑名会員による「手に手つないで」 白戸ガバナーと水戸南ロータリアンによるひとつの輪が出来ました。

長谷川PGによる乾杯

例会でロータリーソング斉唱

クラブ協議会で白戸ガバナーよりご助言を頂きました。クラブ協議会の場景

RIから財団献金の表彰３名の新会員入会式

白戸ガバナーと記念撮影

白戸仲久ガバナー公式訪問白戸仲久ガバナー公式訪問
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■ゲスト
RI第2820地区ガバナー　　　　　白戸　仲久氏（古河中央RC）
　　〃　　地区幹事　　　　　　　田島清太郎氏（古河中央RC）
　　〃　　地区会計長　　　　　　福田　一郎氏（古河中央RC）
　　〃　　第３分区ガバナー補佐　幡谷　　誠氏（水戸RC）
　　〃　　第３分区ガバナー補佐セクレタリー　但野友久氏（水戸RC）

■ビジター
しもだて紫水RC　　田所嘉徳会員
水戸西RC　　　　　野田弘行会員

■会員メークアップ
8/30　北海道2500REC　　工藤貴正
9/ 1 　水戸東RC　　　　　 市毛純一

9/1　大洗RC　　亀山義孝
9/4　クラブ米山委員長及びカウンセラーセミナー　　小路　實
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■ニコニコBOX（９月２日（金）扱）

この計　　 40件　　159,000円

本日のガバナー公式訪問、宜しくお願い致し
ます。
白戸ガバナー、本日はお世話になります。宜
しくお願いします。
白戸ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
白戸ガバナー、有難うございます。
白戸ガバナー、ご指導有難うございます。
白戸ガバナー公式訪問、ご指導宜しくお願い
します。

櫻井さん、高梨さん、石井さん入会おめでと
うございます。
白戸ガバナーのクラブ協議会有難うございま
した。
休養明けです。宜しくお願い致します。
ガバナー公式訪問を記念して。
白戸ガバナー、幡谷第３分区ガバナー補佐、
宜しくお願いします。
白戸ガバナー、お世話になります。櫻井さん、石
井さん、高梨さん入会おめでとうございます。
白戸ガバナー、幡谷第３分区ガバナー補佐、田島
地区幹事、福田地区会計長の御来訪を歓迎して。
白戸ガバナー、今日はご苦労様です。
白戸ガバナー、幡谷第３分区ガバナー補佐、
宜しくお願いします。
白戸ガバナー、本日はお世話になります。新
会員の皆様、入会おめでとうございます。
櫻井さん、お帰りなさい。
櫻井さん、石井さん、高梨さん、入会おめでとうござ
います。櫻井さんは、よくぞカムバック頂きました。
白戸ガバナー、ようこそ！櫻井さん、お帰り
なさい！！
櫻井さん、お待ちしておりました。
我家のたった一匹のゴキブリが食料難で生き
絶え絶えでした。
白戸ガバナー、水戸南ＲＣへようこそ。卓話
宜しくお願いします。
ガバナーの皆様、ようこそ。
本日、入会の皆様宜しくお願いします。おめ
でとうございます。
白戸ガバナー、有難うございます。新会員の
皆様、ようこそ水戸南へ。
ようこそ水戸南に！！
白戸ガバナー、本日はご指導頂き有難うござ
いました。
白戸ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
白戸ガバナー、本日はお世話になります。新
入会の皆様おめでとうございます。
白戸ガバナー有難うございました。新会員の
皆様おめでとうございます。
白戸ガバナーようこそ！そしてクラブ協議会
でのご指導有難うございました。
本日、入会致します高梨と申します。これか
ら宜しくお願い致します。

石井邦明会員……

小路　實会員……

石川啓司会員……
郡司恵一郎会員…
及川　譲会員……

川澄千亜紀会員…

太田聖史会員……

本日、入会致します石井邦明です。これから
宜しくお願い致します。
本日入会の高梨さん、石井さん今後とも宜し
くお願いします。
櫻井盛二会員の再入会を祝して。
新会員入会記念。櫻井さんお帰りなさい。
白戸ガバナー協議会有難うございました。櫻
井会員、お帰りなさい。
白戸ガバナー、本日は有難うございます。新会
員の高梨さんです。宜しくお願い致します。
８月はニコニコBOXへのご献金は、54件
195,000円でした。有難うございます。今
後とも宜しくお願いします。 １. 新会員所属委員会について

石井邦明会員及び高梨博行会員は親睦活動委員会、
櫻井盛二会員は出席委員会となります。

２. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：９月14日㈬　18:30～
場　所：でん助　TEL.029-221-8987　　
会　費：5,000円
　　　　（メークアップ出席扱いとなります。）

３. 水戸市内RC例会変更

水戸東RC　９月29日㈭　12:30～
於 吉沢小学校（交通安全教室の為）

４. 次回例会日程
日　時：９月16日㈮ 　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：９月誕生祝い

研究会報告
（職業奉仕・ロータリー財団・社会奉仕・国際奉仕）

水戸東RC　　　　9月15日㈭
水戸好文RC　　　9月15日㈭
水戸さくらRC　　9月26日㈪
水戸西RC　　　　9月28日㈬
水戸RC（ホストクラブ）　9月27日㈫
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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２例会プログラム

2016年９月９日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 会務報告・幹事報告
 3. 会食（パーティールームにて）
 4. 職業説明及びスケジュール 国本美加会員
 5. 場内見学
（綿引会長始球式・専属プロによるデモンスト
レーション・フリー投球）

4－Vol.44  No9（第2078）

前　週訂正出席率69.66％
前々週訂正出席率81.11％98名 71名 27名 76.34％９月第１例会（９月２日）

出席状況

■財団BOX（９月２日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第４回）

＄100　10,200円（累計＄12,400）
大原康宏会員……財団の友献金（第３回）

＄100　10,200円（累計＄10,300）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第９回）

＄100　10,200円（累計 ＄8,900）
大金　誠会員……財団の友献金（第２回）

＄100　10,200円（累計 ＄6,200）
井澤卓司会員……財団の友献金（第４回）

＄100　10,200円（累計 ＄5,400）
櫻井盛二会員……財団の友献金（第１回）

＄100　10,200円（累計 ＄4,100）
米田英雄会員……財団の友献金（第１回）

＄100　10,200円（累計 ＄3,100）
山本　大会員……財団の友献金（第２回）

＄100　10,200円（累計 ＄2,200）

この計　　８件　　＄800　　81,600円

■米山BOX（９月２日（金）扱）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計830,000円）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計610,000円）
櫻井盛二会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計510,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計330,000円）
武田　誠会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計240,000円）
兼子充裕会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計220,000円）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計220,000円）
山本　大会員……準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）

この計　　８件　　80,000円

於 大学ボウル 水戸店
職場訪問

９月27日㈫
　　　　18:00～
市内RC合同例会
於 水戸京成ホテル


