
本日のミリオンダラーの食事
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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

10月第３例会 10月21日（金）

米田英雄会員……

二川隆司会員……
橋本　哲会員……

大金　誠会員……

大原康宏会員・石井浩一会員
　　　　　　……

粂田信行会員……

島根昌明会員……

奈良早苗会員……
谷島孝明会員……
宇留野秀一会員…

国本美加会員……
石井邦明会員……

小路　實会員……

石川啓司会員……

太田聖史会員……

■ニコニコBOX（10月21日（金）扱）

この計　　16件　　 52,000円

二川さん、石井（邦）さんのイニシエーションスピ
ーチ楽しみにしております。
イニシエーションスピーチ宜しくお願いします。
10月30日に体重100㎏の私が水戸漫遊マラソン
に出ます。無事に完走しましたら、ニコニコ
BOX・財団BOX・米山BOXへの献金をお願い
致します。
水戸黄門マラソン大会が近づきました。大会副会
長として参加しています。多くの方の御支援頂き
ました。

二川さん、石井（邦）さんイニシエーションスピ
ーチを宜しくお願いします。
この間、亀山さん、斎藤さんと３人で楽しく釣り
をやりました。
二川隆司会員、石井邦明会員、イニシエーション
スピーチ楽しみにしております。
元気な海涛さんに会えて、とても嬉しいです!!
1-3奉仕研究会の皆さん、SRGに参加しませんか？
先週は京都出張で欠席しました。米山月間、宜し
くお願いします。
例会ご無沙汰してしまい、すみませんでした。
イニシエーションスピーチさせて頂きます。宜し
くお願いします。
ニコニコBOX委員の皆さんがニコニコしている
ので!!
中古消防自動車寄贈プロジェクト、先週陸運局で
偶然会った軍司会員に手伝ってもらい、水戸市長
から綿引会長への名義変更、輸出予定届出書を無
事入手しました。
普段、例会で顔を見かけるメンバーの中でニコニ
コBOX献金ゼロの方が、10数名おられます。最近
、その方々の顔が頭に浮かび、私はそんなに嫌わ
れていたのかと思い悩む日々を送っています。今
後ともニコニコBOX献金を宜しくお願いします。

■ビジター
水戸西RC　　小倉克夫会員　　　柏　敏一会員
水戸東RC　　加治木博文会員　　吹原三郎会員

■会員メークアップ
10/15・16　第37回ライラセミナー　　長谷川國雄
10/18　水戸RC　　市毛純一

■財団BOX（10月21日（金）扱）
金澤一史会員……財団の友献金　ポリオプラス（第３回）

　$100　10,200円（累計$8,300）
橋本　哲会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,200円（累計$4,500）
川﨑紀子会員……メモリアル・コントリビューター
（亡き父　輝夫の為に）財団の友献金（第１回）

$100　10,200円（累計$2,100）

この計　　　３件　　　$300　　　30,600円

■米山BOX（10月21日（金）扱）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計630,000円）
粂田信行会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計480,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計370,000円）
橋本　哲会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計360,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計350,000円）
島根昌明会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計210,000円）
深谷　智会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計200,000円）
小路　實会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計190,000円）

この計　　８件　　80,000円

■ゲスト 元米山奨学生　　海　涛さん

１. 第５回定例理事会が開催されます。
日　時：10月 31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。）

２. 10月31日㈪第３分区チャリティー親睦ゴルフ大会参加者
一毛裕之会員、中本邦彦会員、篠原　勉会員、
塩沢富夫会員、谷島孝明会員、鈴木憲一会員、
米川幸喜会員、（髙野　賢会員）　　　　８名

３. 第２回SRGコンペについて。
日　時：11月15日㈫　
場　所：静ヒルズカントリークラブ　
　　　常陸大宮市小場5766　TEL.029-296-2111
プレー費：11,300円　　　参加費：5,000円
＊参加される方は米川幸喜SRG委員長まで申し込
み願います。

４. 次回例会日程
日　時：11月４日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：次年度理事・役員指名　　綿引甚介会長
　　　　卓話「イニシエーションスピーチ」

高梨博行会員

Vol.44  No15（第2084）－１ 2016年（平成28年）10月28日（金）
経済と地域社会の発展月間／米山月間

10月第４例会プログラム
2016年10月28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 松本隆史会員
 5. 親睦の時間「10月誕生祝」 親睦活動委員会

2日 冨岡聖司郎　 3日 人見光一
04日 櫻井盛二　　 6日 亀山義孝
10日 川﨑英輝・瀬浪純恵
11日 磯崎和実　　14日 船橋範行
18日 菊池秀機　　20日 根本　次・飯嶋秀郎
23日 谷島孝明　　28日 斎藤孝夫
31日 鈴木忠夫

 6. 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）

 7. 幹事報告
 8. クラブ懇談会・乾杯 綿引甚介会長
 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

4－Vol.44  No15（第2084）

前　週訂正出席率68.48％
前々週訂正出席率72.04％98名 57名 41名 63.33％10月第３例会（10月21日）

出席状況
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イニシエーションスピーチ

経歴…1972年８月23日生まれ　O型　乙女座
　造園屋の２代目。小４から庭作りの現場に出ていまし
た。中学時代に同級生に｢造園｣という仕事を馬鹿にされ
た時から、日本一の造園屋をめざすようになりました。
　東京農業大学（大根踊り）の造園学科に入学し、在学
中は、帝国ホテルや鳶、造園会社のバイトを経験しまし
た。卒業後は家業の田村造園に就職。就職後は、大きな
和風庭園の依頼が多かったのですが、年々、依頼が減少
したためいち早くホームページを作り、その屋号を｢ド
リームガーデン｣としました。すると、新しいものが好
きな方からの依頼が急増し、行列のできるガーデン
ショップへと成長しました。
　腕試しのため、TOEX（現LIXIL）のコンテストに応
募しました。すると、４年連続の金賞に輝き、その他の
受賞数を合計するとその数は日本一になりました。その
功績をセミナー等で公演させていただきました。
性格…｢新しいことや面白いことが好き｣｢人がやらない
ことをする｣
　子供の頃は協調性が無く、先生の話も聞かず、勉強も
せず、好きな模型を作ったりしていました。
　今は、協調性があり、人の話を良く聞く人になりまし
たが、人がやらないことや新しいことをすることに情熱
を燃やすタイプです。
　２年前の夏休みに家族でグアムに行き、ホテルにある
プールに入って遊んでいるときに、｢これからはプール
だ！｣と思い、プールのあるホームリゾートガーデンを
開発しました。詳しくはWEBで…
家庭、家族の事…
　妻と中３男、小３男、柴犬のマメスケと暮らしていま
す。とても楽しい家族です。
　家＋庭と書いて家庭と書きます。――家があっても庭
がない、それって家庭崩壊とも言えます。
　最近では、犬やネコが家族になっており、2,100万
頭も飼われています。一方、中学生未満の子供の人数は
1,500万人で、家族である愛犬のために住まいをリ
フォームする方が増えました。ドッグランを庭につくる
方も多く、滑る床を犬は嫌う様です。
　余談ですが、イオン幕張には犬用のスイミングスクー
ルがあります。泳ぐのが好きなワンチャンも多く、ワン
チャンのためにプールをつくる方も増えている。またま
た余談ですが、プールは塩素で殺菌しますが、それに
よってプールの周辺には蚊が寄り付きません。水が溜ま
るとボウフラが生まれ蚊が発生します。シンガポールで
は水たまりを作ると罰せられるそうです。水が溜まると

ころに10円玉をいれると、ボウフラも藻も生えませ
ん。銅イオンの働きです。どうぞお試し下さい。
　愛犬のための庭の必要性が増え、犬と住まいる協会の
理事もしております。
趣味…
　｢火遊び｣です。あまりにも好きすぎて、｢大人の火遊
び倶楽部｣を作りました。北海道から九州まで、たくさ
んの仲間がおります。火遊びのドキドキ感はいいです
ね。家族も社員もよろこんでくれています。庭で火遊び
するということ。暖炉とグリルのこと。大人の火遊び倶
楽部で検索してください。ただし、注意があります。
大人の火遊び倶楽部で検索すると、変なサイトがたく
さん表示されますので、こっそり検索してみてくださ
い。
門のこと…
　門をつけない外構をオープン外構、門がある外構をク
ローズド外構といいます。
　門があると庭全体を囲わないといけませんので費用が
多くかります。多くのお客様を見ておりますが、門が
しっかりとあるご家庭のお子さんは優秀な子が多い傾向
があります。
　さらに、門周りが素敵だと、建物も立派に見えます。
そこを行き交う人まで癒すことができます。
そのような門周りを見たお客さんは、あなたにこう言い
ます。｢たいしたもんだね！｣
成功の事…
　｢成功の反対は？｣とよく尋ねます。｢失敗｣と答える方
が多いのですが、私の答えは｢成功の反対は何もしない
こと｣です。失敗という結果があれば、次はそれを改善
できます。諦めなければいつかは成功します。ですの
で、多くのことに挑戦しております。
職人のこと…
　小４から造園の現場に出ていました。職人不足の昨今
ですが若い職人を育成しています。
　｢より早くより多くのお客様を喜ばせありがとうを、
集めましょう！｣と語り続けています。お金はありがと
う券。だからありがとう券を人よりも多く集めた人が、
お金持ちになるんだ。そのために次の３つのことをうる
さいぐらいに伝えています。
・細部にこだわれ
・遅いは悪
・もっと工夫できないか？
夢…水戸を文化・デザインの発信元にしたい…
　ガーデン・エクステリアの業界では西高東低といわれ

ています。西は最先端、東はダサいと…そんな中、私の
影響でプールのあるホームリゾートをつくる仲間会社が
全国に広がってきています。
　年数回、海外の一般家庭を覗かせてもらいますが、ど
のお宅も素敵で家族が楽しそうな家庭があります。
　日本は、建物の性能は格段に世界レベルかもしれませ
んが、庭はどうでしょうか？
　また、飲食店、どこに行っても同じようなチェーン店

ばかりで全く楽しくありません。
　私１人では少しのことしかできませんが、０だったこ
とを１にすることができましたので、これから素敵な仲
間をたくさん増やし、水戸を文化・デザインの発信元に
できたらなと考えております。

　まだまだ未熟な人間ですが、どうぞよろしくお願い致
します。

田村　大 会員

イニシエーションスピーチ

 皆さん　こんにちは、今日ここでイニシエーションス
ピーチをさせて頂くことを大変ありがたく思っていま
す。
　私は1971年生まれの猪年の44歳で、生まれは水戸
市大串町（旧常澄村）皆さんには「ダイダラボウ」とい
うと分かりやすいかと思います。地元の小学校、中学校
と通い今現在も地元に暮らしています。小さいころは今
とは違い痩せていて野球部などに所属し活発な子供だっ
たと思います。その後高校でも野球部に席を置き、学
校は野球をするところだと思っていました。高校を卒
業してからは一般企業でサラリーマンを６年ほど経験
したのち、父親の経営する警備会社に就職し会社の運
営のしかたや従業員との接し方などを学びました。こ
の時期はサラリーマンとは違い時間にも余裕があった
ためゴルフに熱を入れましたが、自分の才能のなさに

気づきお遊び程度にしておくことにしました。またこの
時期は地域のいろいろな団体にも所属させていただき、
数多くの素晴らしい出会いや自分を見つめなおすとても
良い機会を与えて頂き人生の基礎となりました。その後
会社の業績が少しずつ右肩下がりになってきたため、新
しい業務を探していたところ、素晴らしい人と人との出
会いによって６年前に害虫駆除業の会社を設立すること
となり、地域の困っている人たちのために仕事をさせ頂
いています。主な業務としては「衛生害虫害獣・不快害
虫害獣」の駆除や防除をメインに地域の方が安全で安心
して暮らせるよう地域の役に立つ企業となれる努力をし
ていきたいと思います。
　最後に水戸南ロータリークラブに入会のご承認を頂き
ありがとうございました。

鈴木　忠夫 会員

た　むら　　　ひろし

すず　き　　　　ただ　お

第22回
地区親善野球大会
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イニシエーションスピーチ

経歴…1972年８月23日生まれ　O型　乙女座
　造園屋の２代目。小４から庭作りの現場に出ていまし
た。中学時代に同級生に｢造園｣という仕事を馬鹿にされ
た時から、日本一の造園屋をめざすようになりました。
　東京農業大学（大根踊り）の造園学科に入学し、在学
中は、帝国ホテルや鳶、造園会社のバイトを経験しまし
た。卒業後は家業の田村造園に就職。就職後は、大きな
和風庭園の依頼が多かったのですが、年々、依頼が減少
したためいち早くホームページを作り、その屋号を｢ド
リームガーデン｣としました。すると、新しいものが好
きな方からの依頼が急増し、行列のできるガーデン
ショップへと成長しました。
　腕試しのため、TOEX（現LIXIL）のコンテストに応
募しました。すると、４年連続の金賞に輝き、その他の
受賞数を合計するとその数は日本一になりました。その
功績をセミナー等で公演させていただきました。
性格…｢新しいことや面白いことが好き｣｢人がやらない
ことをする｣
　子供の頃は協調性が無く、先生の話も聞かず、勉強も
せず、好きな模型を作ったりしていました。
　今は、協調性があり、人の話を良く聞く人になりまし
たが、人がやらないことや新しいことをすることに情熱
を燃やすタイプです。
　２年前の夏休みに家族でグアムに行き、ホテルにある
プールに入って遊んでいるときに、｢これからはプール
だ！｣と思い、プールのあるホームリゾートガーデンを
開発しました。詳しくはWEBで…
家庭、家族の事…
　妻と中３男、小３男、柴犬のマメスケと暮らしていま
す。とても楽しい家族です。
　家＋庭と書いて家庭と書きます。――家があっても庭
がない、それって家庭崩壊とも言えます。
　最近では、犬やネコが家族になっており、2,100万
頭も飼われています。一方、中学生未満の子供の人数は
1,500万人で、家族である愛犬のために住まいをリ
フォームする方が増えました。ドッグランを庭につくる
方も多く、滑る床を犬は嫌う様です。
　余談ですが、イオン幕張には犬用のスイミングスクー
ルがあります。泳ぐのが好きなワンチャンも多く、ワン
チャンのためにプールをつくる方も増えている。またま
た余談ですが、プールは塩素で殺菌しますが、それに
よってプールの周辺には蚊が寄り付きません。水が溜ま
るとボウフラが生まれ蚊が発生します。シンガポールで
は水たまりを作ると罰せられるそうです。水が溜まると

ころに10円玉をいれると、ボウフラも藻も生えませ
ん。銅イオンの働きです。どうぞお試し下さい。
　愛犬のための庭の必要性が増え、犬と住まいる協会の
理事もしております。
趣味…
　｢火遊び｣です。あまりにも好きすぎて、｢大人の火遊
び倶楽部｣を作りました。北海道から九州まで、たくさ
んの仲間がおります。火遊びのドキドキ感はいいです
ね。家族も社員もよろこんでくれています。庭で火遊び
するということ。暖炉とグリルのこと。大人の火遊び倶
楽部で検索してください。ただし、注意があります。
大人の火遊び倶楽部で検索すると、変なサイトがたく
さん表示されますので、こっそり検索してみてくださ
い。
門のこと…
　門をつけない外構をオープン外構、門がある外構をク
ローズド外構といいます。
　門があると庭全体を囲わないといけませんので費用が
多くかります。多くのお客様を見ておりますが、門が
しっかりとあるご家庭のお子さんは優秀な子が多い傾向
があります。
　さらに、門周りが素敵だと、建物も立派に見えます。
そこを行き交う人まで癒すことができます。
そのような門周りを見たお客さんは、あなたにこう言い
ます。｢たいしたもんだね！｣
成功の事…
　｢成功の反対は？｣とよく尋ねます。｢失敗｣と答える方
が多いのですが、私の答えは｢成功の反対は何もしない
こと｣です。失敗という結果があれば、次はそれを改善
できます。諦めなければいつかは成功します。ですの
で、多くのことに挑戦しております。
職人のこと…
　小４から造園の現場に出ていました。職人不足の昨今
ですが若い職人を育成しています。
　｢より早くより多くのお客様を喜ばせありがとうを、
集めましょう！｣と語り続けています。お金はありがと
う券。だからありがとう券を人よりも多く集めた人が、
お金持ちになるんだ。そのために次の３つのことをうる
さいぐらいに伝えています。
・細部にこだわれ
・遅いは悪
・もっと工夫できないか？
夢…水戸を文化・デザインの発信元にしたい…
　ガーデン・エクステリアの業界では西高東低といわれ

ています。西は最先端、東はダサいと…そんな中、私の
影響でプールのあるホームリゾートをつくる仲間会社が
全国に広がってきています。
　年数回、海外の一般家庭を覗かせてもらいますが、ど
のお宅も素敵で家族が楽しそうな家庭があります。
　日本は、建物の性能は格段に世界レベルかもしれませ
んが、庭はどうでしょうか？
　また、飲食店、どこに行っても同じようなチェーン店

ばかりで全く楽しくありません。
　私１人では少しのことしかできませんが、０だったこ
とを１にすることができましたので、これから素敵な仲
間をたくさん増やし、水戸を文化・デザインの発信元に
できたらなと考えております。

　まだまだ未熟な人間ですが、どうぞよろしくお願い致
します。

田村　大 会員

イニシエーションスピーチ

 皆さん　こんにちは、今日ここでイニシエーションス
ピーチをさせて頂くことを大変ありがたく思っていま
す。
　私は1971年生まれの猪年の44歳で、生まれは水戸
市大串町（旧常澄村）皆さんには「ダイダラボウ」とい
うと分かりやすいかと思います。地元の小学校、中学校
と通い今現在も地元に暮らしています。小さいころは今
とは違い痩せていて野球部などに所属し活発な子供だっ
たと思います。その後高校でも野球部に席を置き、学
校は野球をするところだと思っていました。高校を卒
業してからは一般企業でサラリーマンを６年ほど経験
したのち、父親の経営する警備会社に就職し会社の運
営のしかたや従業員との接し方などを学びました。こ
の時期はサラリーマンとは違い時間にも余裕があった
ためゴルフに熱を入れましたが、自分の才能のなさに

気づきお遊び程度にしておくことにしました。またこの
時期は地域のいろいろな団体にも所属させていただき、
数多くの素晴らしい出会いや自分を見つめなおすとても
良い機会を与えて頂き人生の基礎となりました。その後
会社の業績が少しずつ右肩下がりになってきたため、新
しい業務を探していたところ、素晴らしい人と人との出
会いによって６年前に害虫駆除業の会社を設立すること
となり、地域の困っている人たちのために仕事をさせ頂
いています。主な業務としては「衛生害虫害獣・不快害
虫害獣」の駆除や防除をメインに地域の方が安全で安心
して暮らせるよう地域の役に立つ企業となれる努力をし
ていきたいと思います。
　最後に水戸南ロータリークラブに入会のご承認を頂き
ありがとうございました。

鈴木　忠夫 会員

た　むら　　　ひろし

すず　き　　　　ただ　お

第22回
地区親善野球大会
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イニシエーションスピーチ

経歴…1972年８月23日生まれ　O型　乙女座
　造園屋の２代目。小４から庭作りの現場に出ていまし
た。中学時代に同級生に｢造園｣という仕事を馬鹿にされ
た時から、日本一の造園屋をめざすようになりました。
　東京農業大学（大根踊り）の造園学科に入学し、在学
中は、帝国ホテルや鳶、造園会社のバイトを経験しまし
た。卒業後は家業の田村造園に就職。就職後は、大きな
和風庭園の依頼が多かったのですが、年々、依頼が減少
したためいち早くホームページを作り、その屋号を｢ド
リームガーデン｣としました。すると、新しいものが好
きな方からの依頼が急増し、行列のできるガーデン
ショップへと成長しました。
　腕試しのため、TOEX（現LIXIL）のコンテストに応
募しました。すると、４年連続の金賞に輝き、その他の
受賞数を合計するとその数は日本一になりました。その
功績をセミナー等で公演させていただきました。
性格…｢新しいことや面白いことが好き｣｢人がやらない
ことをする｣
　子供の頃は協調性が無く、先生の話も聞かず、勉強も
せず、好きな模型を作ったりしていました。
　今は、協調性があり、人の話を良く聞く人になりまし
たが、人がやらないことや新しいことをすることに情熱
を燃やすタイプです。
　２年前の夏休みに家族でグアムに行き、ホテルにある
プールに入って遊んでいるときに、｢これからはプール
だ！｣と思い、プールのあるホームリゾートガーデンを
開発しました。詳しくはWEBで…
家庭、家族の事…
　妻と中３男、小３男、柴犬のマメスケと暮らしていま
す。とても楽しい家族です。
　家＋庭と書いて家庭と書きます。――家があっても庭
がない、それって家庭崩壊とも言えます。
　最近では、犬やネコが家族になっており、2,100万
頭も飼われています。一方、中学生未満の子供の人数は
1,500万人で、家族である愛犬のために住まいをリ
フォームする方が増えました。ドッグランを庭につくる
方も多く、滑る床を犬は嫌う様です。
　余談ですが、イオン幕張には犬用のスイミングスクー
ルがあります。泳ぐのが好きなワンチャンも多く、ワン
チャンのためにプールをつくる方も増えている。またま
た余談ですが、プールは塩素で殺菌しますが、それに
よってプールの周辺には蚊が寄り付きません。水が溜ま
るとボウフラが生まれ蚊が発生します。シンガポールで
は水たまりを作ると罰せられるそうです。水が溜まると

ころに10円玉をいれると、ボウフラも藻も生えませ
ん。銅イオンの働きです。どうぞお試し下さい。
　愛犬のための庭の必要性が増え、犬と住まいる協会の
理事もしております。
趣味…
　｢火遊び｣です。あまりにも好きすぎて、｢大人の火遊
び倶楽部｣を作りました。北海道から九州まで、たくさ
んの仲間がおります。火遊びのドキドキ感はいいです
ね。家族も社員もよろこんでくれています。庭で火遊び
するということ。暖炉とグリルのこと。大人の火遊び倶
楽部で検索してください。ただし、注意があります。
大人の火遊び倶楽部で検索すると、変なサイトがたく
さん表示されますので、こっそり検索してみてくださ
い。
門のこと…
　門をつけない外構をオープン外構、門がある外構をク
ローズド外構といいます。
　門があると庭全体を囲わないといけませんので費用が
多くかります。多くのお客様を見ておりますが、門が
しっかりとあるご家庭のお子さんは優秀な子が多い傾向
があります。
　さらに、門周りが素敵だと、建物も立派に見えます。
そこを行き交う人まで癒すことができます。
そのような門周りを見たお客さんは、あなたにこう言い
ます。｢たいしたもんだね！｣
成功の事…
　｢成功の反対は？｣とよく尋ねます。｢失敗｣と答える方
が多いのですが、私の答えは｢成功の反対は何もしない
こと｣です。失敗という結果があれば、次はそれを改善
できます。諦めなければいつかは成功します。ですの
で、多くのことに挑戦しております。
職人のこと…
　小４から造園の現場に出ていました。職人不足の昨今
ですが若い職人を育成しています。
　｢より早くより多くのお客様を喜ばせありがとうを、
集めましょう！｣と語り続けています。お金はありがと
う券。だからありがとう券を人よりも多く集めた人が、
お金持ちになるんだ。そのために次の３つのことをうる
さいぐらいに伝えています。
・細部にこだわれ
・遅いは悪
・もっと工夫できないか？
夢…水戸を文化・デザインの発信元にしたい…
　ガーデン・エクステリアの業界では西高東低といわれ

ています。西は最先端、東はダサいと…そんな中、私の
影響でプールのあるホームリゾートをつくる仲間会社が
全国に広がってきています。
　年数回、海外の一般家庭を覗かせてもらいますが、ど
のお宅も素敵で家族が楽しそうな家庭があります。
　日本は、建物の性能は格段に世界レベルかもしれませ
んが、庭はどうでしょうか？
　また、飲食店、どこに行っても同じようなチェーン店

ばかりで全く楽しくありません。
　私１人では少しのことしかできませんが、０だったこ
とを１にすることができましたので、これから素敵な仲
間をたくさん増やし、水戸を文化・デザインの発信元に
できたらなと考えております。

　まだまだ未熟な人間ですが、どうぞよろしくお願い致
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営のしかたや従業員との接し方などを学びました。こ
の時期はサラリーマンとは違い時間にも余裕があった
ためゴルフに熱を入れましたが、自分の才能のなさに

気づきお遊び程度にしておくことにしました。またこの
時期は地域のいろいろな団体にも所属させていただき、
数多くの素晴らしい出会いや自分を見つめなおすとても
良い機会を与えて頂き人生の基礎となりました。その後
会社の業績が少しずつ右肩下がりになってきたため、新
しい業務を探していたところ、素晴らしい人と人との出
会いによって６年前に害虫駆除業の会社を設立すること
となり、地域の困っている人たちのために仕事をさせ頂
いています。主な業務としては「衛生害虫害獣・不快害
虫害獣」の駆除や防除をメインに地域の方が安全で安心
して暮らせるよう地域の役に立つ企業となれる努力をし
ていきたいと思います。
　最後に水戸南ロータリークラブに入会のご承認を頂き
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ためゴルフに熱を入れましたが、自分の才能のなさに

気づきお遊び程度にしておくことにしました。またこの
時期は地域のいろいろな団体にも所属させていただき、
数多くの素晴らしい出会いや自分を見つめなおすとても
良い機会を与えて頂き人生の基礎となりました。その後
会社の業績が少しずつ右肩下がりになってきたため、新
しい業務を探していたところ、素晴らしい人と人との出
会いによって６年前に害虫駆除業の会社を設立すること
となり、地域の困っている人たちのために仕事をさせ頂
いています。主な業務としては「衛生害虫害獣・不快害
虫害獣」の駆除や防除をメインに地域の方が安全で安心
して暮らせるよう地域の役に立つ企業となれる努力をし
ていきたいと思います。
　最後に水戸南ロータリークラブに入会のご承認を頂き
ありがとうございました。

鈴木　忠夫 会員

た　むら　　　ひろし

すず　き　　　　ただ　お

第22回
地区親善野球大会



本日のミリオンダラーの食事

ロータリーの時間は、佐藤衛パス
トガバナーによる「ロータリーの
多様性を認める」でした。

石井邦明会員のイニシエーションスピーチ二川隆司会員のイニシエーションスピーチ

元米山奨学生（カイ・トウさん）の挨拶

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

10月第３例会 10月21日（金）

米田英雄会員……

二川隆司会員……
橋本　哲会員……

大金　誠会員……

大原康宏会員・石井浩一会員
　　　　　　……

粂田信行会員……

島根昌明会員……

奈良早苗会員……
谷島孝明会員……
宇留野秀一会員…

国本美加会員……
石井邦明会員……

小路　實会員……

石川啓司会員……

太田聖史会員……

■ニコニコBOX（10月21日（金）扱）

この計　　16件　　 52,000円

二川さん、石井（邦）さんのイニシエーションスピ
ーチ楽しみにしております。
イニシエーションスピーチ宜しくお願いします。
10月30日に体重100㎏の私が水戸漫遊マラソン
に出ます。無事に完走しましたら、ニコニコ
BOX・財団BOX・米山BOXへの献金をお願い
致します。
水戸黄門マラソン大会が近づきました。大会副会
長として参加しています。多くの方の御支援頂き
ました。

二川さん、石井（邦）さんイニシエーションスピ
ーチを宜しくお願いします。
この間、亀山さん、斎藤さんと３人で楽しく釣り
をやりました。
二川隆司会員、石井邦明会員、イニシエーション
スピーチ楽しみにしております。
元気な海涛さんに会えて、とても嬉しいです!!
1-3奉仕研究会の皆さん、SRGに参加しませんか？
先週は京都出張で欠席しました。米山月間、宜し
くお願いします。
例会ご無沙汰してしまい、すみませんでした。
イニシエーションスピーチさせて頂きます。宜し
くお願いします。
ニコニコBOX委員の皆さんがニコニコしている
ので!!
中古消防自動車寄贈プロジェクト、先週陸運局で
偶然会った軍司会員に手伝ってもらい、水戸市長
から綿引会長への名義変更、輸出予定届出書を無
事入手しました。
普段、例会で顔を見かけるメンバーの中でニコニ
コBOX献金ゼロの方が、10数名おられます。最近
、その方々の顔が頭に浮かび、私はそんなに嫌わ
れていたのかと思い悩む日々を送っています。今
後ともニコニコBOX献金を宜しくお願いします。

■ビジター
水戸西RC　　小倉克夫会員　　　柏　敏一会員
水戸東RC　　加治木博文会員　　吹原三郎会員

■会員メークアップ
10/15・16　第37回ライラセミナー　　長谷川國雄
10/18　水戸RC　　市毛純一

■財団BOX（10月21日（金）扱）
金澤一史会員……財団の友献金　ポリオプラス（第３回）

　$100　10,200円（累計$8,300）
橋本　哲会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,200円（累計$4,500）
川﨑紀子会員……メモリアル・コントリビューター
（亡き父　輝夫の為に）財団の友献金（第１回）

$100　10,200円（累計$2,100）

この計　　　３件　　　$300　　　30,600円

■米山BOX（10月21日（金）扱）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計630,000円）
粂田信行会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計480,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計370,000円）
橋本　哲会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計360,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計350,000円）
島根昌明会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計210,000円）
深谷　智会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計200,000円）
小路　實会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計190,000円）

この計　　８件　　80,000円

■ゲスト 元米山奨学生　　海　涛さん

１. 第５回定例理事会が開催されます。
日　時：10月 31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。）

２. 10月31日㈪第３分区チャリティー親睦ゴルフ大会参加者
一毛裕之会員、中本邦彦会員、篠原　勉会員、
塩沢富夫会員、谷島孝明会員、鈴木憲一会員、
米川幸喜会員、（髙野　賢会員）　　　　８名

３. 第２回SRGコンペについて。
日　時：11月15日㈫　
場　所：静ヒルズカントリークラブ　
　　　常陸大宮市小場5766　TEL.029-296-2111
プレー費：11,300円　　　参加費：5,000円
＊参加される方は米川幸喜SRG委員長まで申し込
み願います。

４. 次回例会日程
日　時：11月４日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：次年度理事・役員指名　　綿引甚介会長
　　　　卓話「イニシエーションスピーチ」

高梨博行会員

Vol.44  No15（第2084）－１ 2016年（平成28年）10月28日（金）
経済と地域社会の発展月間／米山月間

10月第４例会プログラム
2016年10月28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 松本隆史会員
 5. 親睦の時間「10月誕生祝」 親睦活動委員会

2日 冨岡聖司郎　 3日 人見光一
04日 櫻井盛二　　 6日 亀山義孝
10日 川﨑英輝・瀬浪純恵
11日 磯崎和実　　14日 船橋範行
18日 菊池秀機　　20日 根本　次・飯嶋秀郎
23日 谷島孝明　　28日 斎藤孝夫
31日 鈴木忠夫

 6. 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）

 7. 幹事報告
 8. クラブ懇談会・乾杯 綿引甚介会長
 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

4－Vol.44  No15（第2084）

前　週訂正出席率68.48％
前々週訂正出席率72.04％98名 57名 41名 63.33％10月第３例会（10月21日）

出席状況


