
河野職業奉仕委員長より本日の卓話者紹介

「米山功労者感謝状伝達」
笹館康男会員、大森三男会員

綿引甚介会長より
森健次郎氏へ御礼

卓話「職業奉仕月間に因んで」　社団法人日本野球機構審判部 森健次郎氏

本日の会食 例会終了後、森健次郎氏のプロテクターを見せて頂きました。

雑誌の時間　野口英壽雑誌委員長よりロ
ータリーの友紹介

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

１月第２例会 １月13日（金）
■ゲスト

この計　　 13件　　 56,000円

社団法人日本野球機構審査部　森健次郎 氏
国士舘高校同窓会理事　　　　大木康至 氏
国士舘高校同窓会副会長　　　山崎　伸 氏
帝京高校野球部OB会理事　　 知念　賢 氏

国士舘高校同窓会理事
　　　　　　……
米田英雄会員……
米森　厚会員……
川上正一会員……
橋本　哲会員……

金澤一史会員……
志村　保会員……
郡司恵一郎会員…
兼子充裕会員……
深谷　智会員……
宇留野秀一会員…

原口一吉会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（１月13日（金）扱）

押忍！！本日は宜しくお願い致します。
森 健次郎様、本日は卓話宜しくお願い致します。
娘の門出を祝して！
良い年でありますように。
家族例会で愛する妻のために豪華なプレゼントを
頂き誠に有難うございました。
今年も宜しく。
寒いので体に気をつけて下さい。
初孫が生まれて、ジイジイと呼ばれています。
河野会員、ロータリーの時間お願いします。
本年も宜しくお願い致します。
おひさま食堂、１月28日です。宜しくお願いし
ます。
皆さんの元気な顔を見られて感謝です。
新年会連続の３日目、呑まなきゃ楽なんだけど。

■ビジター
水戸RC　　　　　川上倖司会員　
水戸西RC　　　　鈴木克之会員　
水戸東RC　　　　鬼澤紘一会員
しもだて紫水RC　田所嘉徳会員

■財団BOX（１月13日（金）扱）
佐藤　衛会員……財団の友献金（第３～７回）

＄500　58,000円（累計＄21,700）

この計　　　１件　　　$500　　　58,000円

■米山BOX（１月13日（金）扱）
市毛純一会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計640,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計480,000円）
金原和美会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

スチームチキンのサラダ
スイートコーンスープ

細切りビーフと大蒜の茎のオイスターソース炒め
陳さんのマーボー豆腐
白飯・ザーサイ
フルーツ入り杏仁

会食メニュー

１. 第２回「おひさま食堂」が開催されます。
日　時：１月28日㈯   11:30～14:00
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川2563
集合時間：調理担当者　8:30 までに集合
　　　　作業担当者　9:30 までに集合
　　　　（メークアップ出席扱いとなります。）

２. －第３分区ＩＭ－
２月３日㈮の第１例会は、２月５日㈰のIMに振り
替えとなります。IMを欠席される会員は、メーク
アップをお願い致します。
IM出席者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　
　綿引甚介　　米田英雄　　佐藤　衛　　長谷川國雄
　赤岩賢二　　軍司由佳　　人見光一　　石川啓司
　兼子充裕　　川﨑紀子　　菊池秀機　　金原和美
　桑名武之　　水越光男　　中本邦彦　　奈良早苗
　野口英壽　　小川啓子　　岡村太郎　　大森三男
　太田聖史　　佐藤昌樹　　島根昌明　　篠原　勉
　高梨博行　　米川幸喜　　市毛純一　　井澤卓司
　小路　實　　久保田啓藏　　松本隆史　　水口二良
　笹館康男　　二川隆司　　田村　大　　野澤桜子

　36名

３. 水戸市内RC例会変更
水戸西RC：１月25日㈬　17:30　於 水戸プラザホテル

（新年ファミリーパーティーの為）

４. 次回例会日程
日　時：１月27日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：１月誕生祝い　
　　　　クラブ協議会（上半期実績報告・下半期活動発表②）

Vol.44  No25（第2094）－１ 2017年（平成29年）１月20日（金）
職業奉仕月間

１月第３例会プログラム
2017年１月20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 橋本　哲会員
 5. 会　食
 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. クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画発表１」
①会員組織　②職業分類　③会員選考
④会員増強　⑤ロータリー情報
⑥クラブ管理運営　⑦出席　⑧親睦活動
⑨会場運営　⑩プログラム　⑪会報　⑫広報
⑬雑誌　⑭IT資料

 9. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率83.70％
前々週訂正出席率77.42％97名 55名 42名 61.80％１月第２例会（１月13日）

出席状況



会員組織委員会
委員長　水越　光男

１.上半期実績
　職業分類・会員選考・会員増強及び、ロータリー情報
の各委員会合同の情報委員会を開催した。

２.下半期活動計画
　必要に応じて、情報委員会を開催する予定です。

職業分類委員会 
委員長　武田　　誠

１.上半期実績
・2016年７月以降の新会員の職業分類調査実施の上選
考しました。
・前篠原委員長編集の職業分類表の確認処理をしまし
た。

２.下半期活動計画
・新会員の職業分類を正確に行う。
・職業分類表の精査を行う。

会員選考委員会
委員長　市毛　純一

１.上半期実績
　田村　　大　　二川　隆司　　鈴木　忠夫 　石井　邦明
櫻井　盛二　　高梨　博行　　野澤　桜子

２.下半期活動計画
　慎重に人選をやります。

会員増強委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績
〈増加について〉
　2016年７月１日現在会員数93名（女性会員12名）
から７名（女性会員１名）増加いたしました。
〈減少について〉
　３名減少いたしました。退会理由は、健康上の理由及
び仕事上の理由です。
　結論として、2016年12月31日現在会員数は97名で
す。

２.下半期活動計画
　基本方針で述べさせていただきました会員増６名は果
たしましたが、会員数100名を果たしておりません。
　会員増強委員会、理事役員の人脈だけでは限界がござ
いますので、会員各位のご協力を賜りながら、会員３名
増加及び退会防止に最大限の努力を継続して参ります。

ロータリー情報委員会
委員長　水口　二良

１.上半期実績
①新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの資
料として今年度版の「入会の手引き」を作成

②新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの実施
対象会員：二川隆司、鈴木忠夫、田村　大、石井邦明、

高梨博行、野澤桜子
③１-３会への出席

２.下半期活動計画
①新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの実
施

②１-３会への出席
③１-３会でのロータリー情報委員会についての講話

クラブ管理運営委員会
委員長　鈴木　憲一 

１.上半期実績
・各委員会計画通り行われています。
・出席率は出席委員会声かけを呼びかけていますが、な
かなか結果が出ません。

２.下半期活動計画
・出席率を上げるため、戦略計画の委員会とともに協力
しながら目標を達成出来るようにします。

出席委員会 
委員長　郡司恵一郎

１.上半期実績
１、毎回例会で出席率の発表を出席委員会メンバーで行
いました。

２、例会で、出席向上の為の会員への声掛け運動を展開
しました。

３、出席率目標の80％は、残念ながら達成出来ませんで
した。

２.下半期活動計画
１、毎回例会での出席率の発表を行います。
２、出席率向上の声掛け運動を継続して行います。
３、他の委員会と連携し出席率を上げて目標の80％以上
の達成を目指します。

４、年間100％出席会員への表彰を行います。

親睦活動委員会
委員長　小川　啓子

１.上半期実績
誕生日プレゼント選定…ロータリーマーク入りステンレ

ス２重タンブラー
６月24日…根本会長・大原幹事の慰労会（出席66名）
８月18日…納涼家族例会（会員64名・家族71名）
　アトラクション…水戸工業高校「ブルービギナーズ」40名
９月２日…ガバナー公式訪問懇親会（出席48名）

２.下半期活動計画
12月16日…忘年会（出席72名）
　アトラクション…常磐短期大学

ハンドベル・クワィア20名
平成29年１月６日…新年家族例会

（会員75名・家族137名の予定）
　アトラクション…水戸ジュニアオーケストラ（30人位の予定）

会場運営委員会 
委員長　赤岩　賢二 

１.上半期実績
・ガバナー公式訪問では、早朝から開催する形で行い、
無事に開催ができた。来年度にポイント申し送り済
み。

・例会での食事の数の調整を、会場側の担当者の方と打
ち合わせをまめに行い極力無駄を省く事が出来た。

・当初の計画通りに委員会運営が進んでいます。

２.下半期活動計画
・下半期も計画通りに遂行していきます。
・副委員長に少しずつ引き継ぎをしていきます。

プログラム委員会
委員長　岡村　太郎

１.上半期実績
　今年度事業計画の基本方針に則り、スムーズな進行と
アットホームながら品格のある例会運営を目指し実施し
てまいりました。
①年間、月間プログラムの作成
②新会員によるイニシエーションスピーチの実施
③外部講師による卓話の実施
④各委員会（会場運営・親睦活動・出席）との連携
⑤例会マナー向上への取組み→下半期の重点項目

２.下半期活動計画
①出席率の向上に寄与出来るような魅力あるプログラム
を検討する。

②各会員に卓話やロータリーの時間に興味のある話題と
卓話者を推薦してもらうようアンケートを実施する。

③例会マナー向上の為に会場運営委員会やニコニコBOX
委員会と協力し品格ある例会運営を行う。

④水戸南RCに在籍して良かったと全員が思えるような楽
しく魅力ある例会作りを実践していきたいと思いま
す。

会報委員会
委員長　石井　浩一

１.上半期実績
　例会開催に合わせて、週報を欠ける事無く、発行出来
た。各委員のご協力に感謝します。

２.下半期活動計画
　週報を欠ける事無いように、発行していく。

広報委員会
委員長　深谷　　智 

１.上半期実績
・青少年奉仕委員会と協力し、プロバスケットボール
チーム「茨城ロボッツ」との共同企画として「第15回
水戸南ロータリークラブカップ」の決勝戦、準決勝戦
を「茨城ロボッツ対愛媛オレンジバイキングス」の公
式戦の前座試合とするための活動調整を重ね関係団体
からの賛同を戴き、２月４・５日の２日間に実施する

事を決定した。
・水戸南RCの奉仕活動の広報活動を、茨城新聞社、
NHK等マスコミへの取材の依頼を実行。12月３日の
「第１回おひさま食堂」など。

２.下半期活動計画
・水戸南RC広報委員会は奉仕活動の内容を、茨城新聞
社、NHK等マスコミへの取材依頼を発信する。「第15
回水戸南ロータリークラブカップ」「第２回おひさま食
堂」など。

・「FMぱるるん」を媒体として、水戸南RCの活動紹介
番組を作成する。

・「第15回水戸南ロータリークラブカップ」の決勝戦、
準決勝戦の会場での広報活動。会場に居る全員には
（選手、チーム関係者を含む）「試合会場内では横断幕
の掲示」ミニバスケ選手の保護者には「入場チケット
提供がRCであることのアピールをする」試合観戦者に
は「試合用パンフレットの中へ水戸南RCの活動内容が
描かれたアピールパンフレットやノベルティグッズを
入れる」等。

・広報活動プロジェクトチーム責任者と情報集会を開催
し、戦略計画の立案と今年度内に実行可能な計画を実
行に移す。

雑誌委員会 
委員長　野口　英壽

１.上半期実績
・購読の義務である「ロータリーの友」へ理解の向上に
努力した。

・毎月第１例会での雑誌の時間に興味ある記事の紹介を
した。

２.下半期活動計画
・上半期同様に「ロータリーの友」への理解の向上と毎
月雑誌の記事の紹介をする。

・「ロータリーの友」へ「身近な奉仕、おひさま食堂」
の記事を投稿する。

ＩＴ資料委員会
委員長　長洲　雅彦

１.上半期実績
クラブホームページの運営、管理
　・ホームページ新年度への更新
　・水戸南ニュースの更新
　・週報のアップロード
　・管理画面へのホームページ閲覧数確認グラフ追加
　・例会出欠アンケートの送信

２.下半期活動計画
クラブホームページの運営、管理
　・水戸南ニュースの更新
　・週報のアップロード
　・奉仕活動レポートのアップロード
　・例会出欠アンケートの送信
各委員会活動資料の取り纏め
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会員組織委員会
委員長　水越　光男

１.上半期実績
　職業分類・会員選考・会員増強及び、ロータリー情報
の各委員会合同の情報委員会を開催した。

２.下半期活動計画
　必要に応じて、情報委員会を開催する予定です。

職業分類委員会 
委員長　武田　　誠

１.上半期実績
・2016年７月以降の新会員の職業分類調査実施の上選
考しました。
・前篠原委員長編集の職業分類表の確認処理をしまし
た。

２.下半期活動計画
・新会員の職業分類を正確に行う。
・職業分類表の精査を行う。

会員選考委員会
委員長　市毛　純一

１.上半期実績
　田村　　大　　二川　隆司　　鈴木　忠夫 　石井　邦明
櫻井　盛二　　高梨　博行　　野澤　桜子

２.下半期活動計画
　慎重に人選をやります。

会員増強委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績
〈増加について〉
　2016年７月１日現在会員数93名（女性会員12名）
から７名（女性会員１名）増加いたしました。
〈減少について〉
　３名減少いたしました。退会理由は、健康上の理由及
び仕事上の理由です。
　結論として、2016年12月31日現在会員数は97名で
す。

２.下半期活動計画
　基本方針で述べさせていただきました会員増６名は果
たしましたが、会員数100名を果たしておりません。
　会員増強委員会、理事役員の人脈だけでは限界がござ
いますので、会員各位のご協力を賜りながら、会員３名
増加及び退会防止に最大限の努力を継続して参ります。

ロータリー情報委員会
委員長　水口　二良

１.上半期実績
①新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの資
料として今年度版の「入会の手引き」を作成

②新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの実施
対象会員：二川隆司、鈴木忠夫、田村　大、石井邦明、

高梨博行、野澤桜子
③１-３会への出席

２.下半期活動計画
①新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの実
施

②１-３会への出席
③１-３会でのロータリー情報委員会についての講話

クラブ管理運営委員会
委員長　鈴木　憲一 

１.上半期実績
・各委員会計画通り行われています。
・出席率は出席委員会声かけを呼びかけていますが、な
かなか結果が出ません。

２.下半期活動計画
・出席率を上げるため、戦略計画の委員会とともに協力
しながら目標を達成出来るようにします。

出席委員会 
委員長　郡司恵一郎

１.上半期実績
１、毎回例会で出席率の発表を出席委員会メンバーで行
いました。

２、例会で、出席向上の為の会員への声掛け運動を展開
しました。

３、出席率目標の80％は、残念ながら達成出来ませんで
した。

２.下半期活動計画
１、毎回例会での出席率の発表を行います。
２、出席率向上の声掛け運動を継続して行います。
３、他の委員会と連携し出席率を上げて目標の80％以上
の達成を目指します。

４、年間100％出席会員への表彰を行います。

親睦活動委員会
委員長　小川　啓子

１.上半期実績
誕生日プレゼント選定…ロータリーマーク入りステンレ

ス２重タンブラー
６月24日…根本会長・大原幹事の慰労会（出席66名）
８月18日…納涼家族例会（会員64名・家族71名）
　アトラクション…水戸工業高校「ブルービギナーズ」40名
９月２日…ガバナー公式訪問懇親会（出席48名）

２.下半期活動計画
12月16日…忘年会（出席72名）
　アトラクション…常磐短期大学

ハンドベル・クワィア20名
平成29年１月６日…新年家族例会

（会員75名・家族137名の予定）
　アトラクション…水戸ジュニアオーケストラ（30人位の予定）

会場運営委員会 
委員長　赤岩　賢二 

１.上半期実績
・ガバナー公式訪問では、早朝から開催する形で行い、
無事に開催ができた。来年度にポイント申し送り済
み。

・例会での食事の数の調整を、会場側の担当者の方と打
ち合わせをまめに行い極力無駄を省く事が出来た。

・当初の計画通りに委員会運営が進んでいます。

２.下半期活動計画
・下半期も計画通りに遂行していきます。
・副委員長に少しずつ引き継ぎをしていきます。

プログラム委員会
委員長　岡村　太郎

１.上半期実績
　今年度事業計画の基本方針に則り、スムーズな進行と
アットホームながら品格のある例会運営を目指し実施し
てまいりました。
①年間、月間プログラムの作成
②新会員によるイニシエーションスピーチの実施
③外部講師による卓話の実施
④各委員会（会場運営・親睦活動・出席）との連携
⑤例会マナー向上への取組み→下半期の重点項目

２.下半期活動計画
①出席率の向上に寄与出来るような魅力あるプログラム
を検討する。

②各会員に卓話やロータリーの時間に興味のある話題と
卓話者を推薦してもらうようアンケートを実施する。

③例会マナー向上の為に会場運営委員会やニコニコBOX
委員会と協力し品格ある例会運営を行う。

④水戸南RCに在籍して良かったと全員が思えるような楽
しく魅力ある例会作りを実践していきたいと思いま
す。

会報委員会
委員長　石井　浩一

１.上半期実績
　例会開催に合わせて、週報を欠ける事無く、発行出来
た。各委員のご協力に感謝します。

２.下半期活動計画
　週報を欠ける事無いように、発行していく。

広報委員会
委員長　深谷　　智 

１.上半期実績
・青少年奉仕委員会と協力し、プロバスケットボール
チーム「茨城ロボッツ」との共同企画として「第15回
水戸南ロータリークラブカップ」の決勝戦、準決勝戦
を「茨城ロボッツ対愛媛オレンジバイキングス」の公
式戦の前座試合とするための活動調整を重ね関係団体
からの賛同を戴き、２月４・５日の２日間に実施する

事を決定した。
・水戸南RCの奉仕活動の広報活動を、茨城新聞社、
NHK等マスコミへの取材の依頼を実行。12月３日の
「第１回おひさま食堂」など。

２.下半期活動計画
・水戸南RC広報委員会は奉仕活動の内容を、茨城新聞
社、NHK等マスコミへの取材依頼を発信する。「第15
回水戸南ロータリークラブカップ」「第２回おひさま食
堂」など。

・「FMぱるるん」を媒体として、水戸南RCの活動紹介
番組を作成する。

・「第15回水戸南ロータリークラブカップ」の決勝戦、
準決勝戦の会場での広報活動。会場に居る全員には
（選手、チーム関係者を含む）「試合会場内では横断幕
の掲示」ミニバスケ選手の保護者には「入場チケット
提供がRCであることのアピールをする」試合観戦者に
は「試合用パンフレットの中へ水戸南RCの活動内容が
描かれたアピールパンフレットやノベルティグッズを
入れる」等。

・広報活動プロジェクトチーム責任者と情報集会を開催
し、戦略計画の立案と今年度内に実行可能な計画を実
行に移す。

雑誌委員会 
委員長　野口　英壽

１.上半期実績
・購読の義務である「ロータリーの友」へ理解の向上に
努力した。

・毎月第１例会での雑誌の時間に興味ある記事の紹介を
した。

２.下半期活動計画
・上半期同様に「ロータリーの友」への理解の向上と毎
月雑誌の記事の紹介をする。

・「ロータリーの友」へ「身近な奉仕、おひさま食堂」
の記事を投稿する。

ＩＴ資料委員会
委員長　長洲　雅彦

１.上半期実績
クラブホームページの運営、管理
　・ホームページ新年度への更新
　・水戸南ニュースの更新
　・週報のアップロード
　・管理画面へのホームページ閲覧数確認グラフ追加
　・例会出欠アンケートの送信

２.下半期活動計画
クラブホームページの運営、管理
　・水戸南ニュースの更新
　・週報のアップロード
　・奉仕活動レポートのアップロード
　・例会出欠アンケートの送信
各委員会活動資料の取り纏め
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会員組織委員会
委員長　水越　光男

１.上半期実績
　職業分類・会員選考・会員増強及び、ロータリー情報
の各委員会合同の情報委員会を開催した。

２.下半期活動計画
　必要に応じて、情報委員会を開催する予定です。

職業分類委員会 
委員長　武田　　誠

１.上半期実績
・2016年７月以降の新会員の職業分類調査実施の上選
考しました。

・前篠原委員長編集の職業分類表の確認処理をしまし
た。

２.下半期活動計画
・新会員の職業分類を正確に行う。
・職業分類表の精査を行う。

会員選考委員会
委員長　市毛　純一

１.上半期実績
　田村　　大　　二川　隆司　　鈴木　忠夫 　石井　邦明
櫻井　盛二　　高梨　博行　　野澤　桜子

２.下半期活動計画
　慎重に人選をやります。

会員増強委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績
〈増加について〉
　2016年７月１日現在会員数93名（女性会員12名）
から７名（女性会員１名）増加いたしました。
〈減少について〉
　３名減少いたしました。退会理由は、健康上の理由及
び仕事上の理由です。
　結論として、2016年12月31日現在会員数は97名で
す。

２.下半期活動計画
　基本方針で述べさせていただきました会員増６名は果
たしましたが、会員数100名を果たしておりません。
　会員増強委員会、理事役員の人脈だけでは限界がござ
いますので、会員各位のご協力を賜りながら、会員３名
増加及び退会防止に最大限の努力を継続して参ります。

ロータリー情報委員会
委員長　水口　二良

１.上半期実績
①新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの資
料として今年度版の「入会の手引き」を作成

②新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの実施
対象会員：二川隆司、鈴木忠夫、田村　大、石井邦明、

高梨博行、野澤桜子
③１-３会への出席

２.下半期活動計画
①新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの実
施

②１-３会への出席
③１-３会でのロータリー情報委員会についての講話

クラブ管理運営委員会
委員長　鈴木　憲一 

１.上半期実績
・各委員会計画通り行われています。
・出席率は出席委員会声かけを呼びかけていますが、な
かなか結果が出ません。

２.下半期活動計画
・出席率を上げるため、戦略計画の委員会とともに協力
しながら目標を達成出来るようにします。

出席委員会 
委員長　郡司恵一郎

１.上半期実績
１、毎回例会で出席率の発表を出席委員会メンバーで行
いました。

２、例会で、出席向上の為の会員への声掛け運動を展開
しました。

３、出席率目標の80％は、残念ながら達成出来ませんで
した。

２.下半期活動計画
１、毎回例会での出席率の発表を行います。
２、出席率向上の声掛け運動を継続して行います。
３、他の委員会と連携し出席率を上げて目標の80％以上
の達成を目指します。

４、年間100％出席会員への表彰を行います。

親睦活動委員会
委員長　小川　啓子

１.上半期実績
誕生日プレゼント選定…ロータリーマーク入りステンレ

ス２重タンブラー
６月24日…根本会長・大原幹事の慰労会（出席66名）
８月18日…納涼家族例会（会員64名・家族71名）
　アトラクション…水戸工業高校「ブルービギナーズ」40名
９月２日…ガバナー公式訪問懇親会（出席48名）

２.下半期活動計画
12月16日…忘年会（出席72名）
　アトラクション…常磐短期大学

ハンドベル・クワィア20名
平成29年１月６日…新年家族例会

（会員75名・家族137名の予定）
　アトラクション…水戸ジュニアオーケストラ（30人位の予定）

会場運営委員会 
委員長　赤岩　賢二 

１.上半期実績
・ガバナー公式訪問では、早朝から開催する形で行い、
無事に開催ができた。来年度にポイント申し送り済
み。
・例会での食事の数の調整を、会場側の担当者の方と打
ち合わせをまめに行い極力無駄を省く事が出来た。
・当初の計画通りに委員会運営が進んでいます。

２.下半期活動計画
・下半期も計画通りに遂行していきます。
・副委員長に少しずつ引き継ぎをしていきます。

プログラム委員会
委員長　岡村　太郎

１.上半期実績
　今年度事業計画の基本方針に則り、スムーズな進行と
アットホームながら品格のある例会運営を目指し実施し
てまいりました。
①年間、月間プログラムの作成
②新会員によるイニシエーションスピーチの実施
③外部講師による卓話の実施
④各委員会（会場運営・親睦活動・出席）との連携
⑤例会マナー向上への取組み→下半期の重点項目

２.下半期活動計画
①出席率の向上に寄与出来るような魅力あるプログラム
を検討する。
②各会員に卓話やロータリーの時間に興味のある話題と
卓話者を推薦してもらうようアンケートを実施する。
③例会マナー向上の為に会場運営委員会やニコニコBOX
委員会と協力し品格ある例会運営を行う。
④水戸南RCに在籍して良かったと全員が思えるような楽
しく魅力ある例会作りを実践していきたいと思いま
す。

会報委員会
委員長　石井　浩一

１.上半期実績
　例会開催に合わせて、週報を欠ける事無く、発行出来
た。各委員のご協力に感謝します。

２.下半期活動計画
　週報を欠ける事無いように、発行していく。

広報委員会
委員長　深谷　　智 

１.上半期実績
・青少年奉仕委員会と協力し、プロバスケットボール
チーム「茨城ロボッツ」との共同企画として「第15回
水戸南ロータリークラブカップ」の決勝戦、準決勝戦
を「茨城ロボッツ対愛媛オレンジバイキングス」の公
式戦の前座試合とするための活動調整を重ね関係団体
からの賛同を戴き、２月４・５日の２日間に実施する

事を決定した。
・水戸南RCの奉仕活動の広報活動を、茨城新聞社、
NHK等マスコミへの取材の依頼を実行。12月３日の
「第１回おひさま食堂」など。

２.下半期活動計画
・水戸南RC広報委員会は奉仕活動の内容を、茨城新聞
社、NHK等マスコミへの取材依頼を発信する。「第15
回水戸南ロータリークラブカップ」「第２回おひさま食
堂」など。

・「FMぱるるん」を媒体として、水戸南RCの活動紹介
番組を作成する。

・「第15回水戸南ロータリークラブカップ」の決勝戦、
準決勝戦の会場での広報活動。会場に居る全員には
（選手、チーム関係者を含む）「試合会場内では横断幕
の掲示」ミニバスケ選手の保護者には「入場チケット
提供がRCであることのアピールをする」試合観戦者に
は「試合用パンフレットの中へ水戸南RCの活動内容が
描かれたアピールパンフレットやノベルティグッズを
入れる」等。

・広報活動プロジェクトチーム責任者と情報集会を開催
し、戦略計画の立案と今年度内に実行可能な計画を実
行に移す。

雑誌委員会 
委員長　野口　英壽

１.上半期実績
・購読の義務である「ロータリーの友」へ理解の向上に
努力した。

・毎月第１例会での雑誌の時間に興味ある記事の紹介を
した。

２.下半期活動計画
・上半期同様に「ロータリーの友」への理解の向上と毎
月雑誌の記事の紹介をする。

・「ロータリーの友」へ「身近な奉仕、おひさま食堂」
の記事を投稿する。

ＩＴ資料委員会
委員長　長洲　雅彦

１.上半期実績
クラブホームページの運営、管理
　・ホームページ新年度への更新
　・水戸南ニュースの更新
　・週報のアップロード
　・管理画面へのホームページ閲覧数確認グラフ追加
　・例会出欠アンケートの送信

２.下半期活動計画
クラブホームページの運営、管理
　・水戸南ニュースの更新
　・週報のアップロード
　・奉仕活動レポートのアップロード
　・例会出欠アンケートの送信
各委員会活動資料の取り纏め
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会員組織委員会
委員長　水越　光男

１.上半期実績
　職業分類・会員選考・会員増強及び、ロータリー情報
の各委員会合同の情報委員会を開催した。

２.下半期活動計画
　必要に応じて、情報委員会を開催する予定です。

職業分類委員会 
委員長　武田　　誠

１.上半期実績
・2016年７月以降の新会員の職業分類調査実施の上選
考しました。

・前篠原委員長編集の職業分類表の確認処理をしまし
た。

２.下半期活動計画
・新会員の職業分類を正確に行う。
・職業分類表の精査を行う。

会員選考委員会
委員長　市毛　純一

１.上半期実績
　田村　　大　　二川　隆司　　鈴木　忠夫 　石井　邦明
櫻井　盛二　　高梨　博行　　野澤　桜子

２.下半期活動計画
　慎重に人選をやります。

会員増強委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績
〈増加について〉
　2016年７月１日現在会員数93名（女性会員12名）
から７名（女性会員１名）増加いたしました。
〈減少について〉
　３名減少いたしました。退会理由は、健康上の理由及
び仕事上の理由です。
　結論として、2016年12月31日現在会員数は97名で
す。

２.下半期活動計画
　基本方針で述べさせていただきました会員増６名は果
たしましたが、会員数100名を果たしておりません。
　会員増強委員会、理事役員の人脈だけでは限界がござ
いますので、会員各位のご協力を賜りながら、会員３名
増加及び退会防止に最大限の努力を継続して参ります。

ロータリー情報委員会
委員長　水口　二良

１.上半期実績
①新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの資
料として今年度版の「入会の手引き」を作成

②新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの実施
対象会員：二川隆司、鈴木忠夫、田村　大、石井邦明、

高梨博行、野澤桜子
③１-３会への出席

２.下半期活動計画
①新会員候補者に対する入会前オリエンテーションの実
施

②１-３会への出席
③１-３会でのロータリー情報委員会についての講話

クラブ管理運営委員会
委員長　鈴木　憲一 

１.上半期実績
・各委員会計画通り行われています。
・出席率は出席委員会声かけを呼びかけていますが、な
かなか結果が出ません。

２.下半期活動計画
・出席率を上げるため、戦略計画の委員会とともに協力
しながら目標を達成出来るようにします。

出席委員会 
委員長　郡司恵一郎

１.上半期実績
１、毎回例会で出席率の発表を出席委員会メンバーで行
いました。

２、例会で、出席向上の為の会員への声掛け運動を展開
しました。

３、出席率目標の80％は、残念ながら達成出来ませんで
した。

２.下半期活動計画
１、毎回例会での出席率の発表を行います。
２、出席率向上の声掛け運動を継続して行います。
３、他の委員会と連携し出席率を上げて目標の80％以上
の達成を目指します。

４、年間100％出席会員への表彰を行います。

親睦活動委員会
委員長　小川　啓子

１.上半期実績
誕生日プレゼント選定…ロータリーマーク入りステンレ

ス２重タンブラー
６月24日…根本会長・大原幹事の慰労会（出席66名）
８月18日…納涼家族例会（会員64名・家族71名）
　アトラクション…水戸工業高校「ブルービギナーズ」40名
９月２日…ガバナー公式訪問懇親会（出席48名）

２.下半期活動計画
12月16日…忘年会（出席72名）
　アトラクション…常磐短期大学

ハンドベル・クワィア20名
平成29年１月６日…新年家族例会

（会員75名・家族137名の予定）
　アトラクション…水戸ジュニアオーケストラ（30人位の予定）

会場運営委員会 
委員長　赤岩　賢二 

１.上半期実績
・ガバナー公式訪問では、早朝から開催する形で行い、
無事に開催ができた。来年度にポイント申し送り済
み。
・例会での食事の数の調整を、会場側の担当者の方と打
ち合わせをまめに行い極力無駄を省く事が出来た。
・当初の計画通りに委員会運営が進んでいます。

２.下半期活動計画
・下半期も計画通りに遂行していきます。
・副委員長に少しずつ引き継ぎをしていきます。

プログラム委員会
委員長　岡村　太郎

１.上半期実績
　今年度事業計画の基本方針に則り、スムーズな進行と
アットホームながら品格のある例会運営を目指し実施し
てまいりました。
①年間、月間プログラムの作成
②新会員によるイニシエーションスピーチの実施
③外部講師による卓話の実施
④各委員会（会場運営・親睦活動・出席）との連携
⑤例会マナー向上への取組み→下半期の重点項目

２.下半期活動計画
①出席率の向上に寄与出来るような魅力あるプログラム
を検討する。
②各会員に卓話やロータリーの時間に興味のある話題と
卓話者を推薦してもらうようアンケートを実施する。
③例会マナー向上の為に会場運営委員会やニコニコBOX
委員会と協力し品格ある例会運営を行う。
④水戸南RCに在籍して良かったと全員が思えるような楽
しく魅力ある例会作りを実践していきたいと思いま
す。

会報委員会
委員長　石井　浩一

１.上半期実績
　例会開催に合わせて、週報を欠ける事無く、発行出来
た。各委員のご協力に感謝します。

２.下半期活動計画
　週報を欠ける事無いように、発行していく。

広報委員会
委員長　深谷　　智 

１.上半期実績
・青少年奉仕委員会と協力し、プロバスケットボール
チーム「茨城ロボッツ」との共同企画として「第15回
水戸南ロータリークラブカップ」の決勝戦、準決勝戦
を「茨城ロボッツ対愛媛オレンジバイキングス」の公
式戦の前座試合とするための活動調整を重ね関係団体
からの賛同を戴き、２月４・５日の２日間に実施する

事を決定した。
・水戸南RCの奉仕活動の広報活動を、茨城新聞社、
NHK等マスコミへの取材の依頼を実行。12月３日の
「第１回おひさま食堂」など。

２.下半期活動計画
・水戸南RC広報委員会は奉仕活動の内容を、茨城新聞
社、NHK等マスコミへの取材依頼を発信する。「第15
回水戸南ロータリークラブカップ」「第２回おひさま食
堂」など。

・「FMぱるるん」を媒体として、水戸南RCの活動紹介
番組を作成する。

・「第15回水戸南ロータリークラブカップ」の決勝戦、
準決勝戦の会場での広報活動。会場に居る全員には
（選手、チーム関係者を含む）「試合会場内では横断幕
の掲示」ミニバスケ選手の保護者には「入場チケット
提供がRCであることのアピールをする」試合観戦者に
は「試合用パンフレットの中へ水戸南RCの活動内容が
描かれたアピールパンフレットやノベルティグッズを
入れる」等。

・広報活動プロジェクトチーム責任者と情報集会を開催
し、戦略計画の立案と今年度内に実行可能な計画を実
行に移す。

雑誌委員会 
委員長　野口　英壽

１.上半期実績
・購読の義務である「ロータリーの友」へ理解の向上に
努力した。

・毎月第１例会での雑誌の時間に興味ある記事の紹介を
した。

２.下半期活動計画
・上半期同様に「ロータリーの友」への理解の向上と毎
月雑誌の記事の紹介をする。

・「ロータリーの友」へ「身近な奉仕、おひさま食堂」
の記事を投稿する。

ＩＴ資料委員会
委員長　長洲　雅彦

１.上半期実績
クラブホームページの運営、管理
　・ホームページ新年度への更新
　・水戸南ニュースの更新
　・週報のアップロード
　・管理画面へのホームページ閲覧数確認グラフ追加
　・例会出欠アンケートの送信

２.下半期活動計画
クラブホームページの運営、管理
　・水戸南ニュースの更新
　・週報のアップロード
　・奉仕活動レポートのアップロード
　・例会出欠アンケートの送信
各委員会活動資料の取り纏め
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河野職業奉仕委員長より本日の卓話者紹介

「米山功労者感謝状伝達」
笹館康男会員、大森三男会員

綿引甚介会長より
森健次郎氏へ御礼

卓話「職業奉仕月間に因んで」　社団法人日本野球機構審判部 森健次郎氏

本日の会食 例会終了後、森健次郎氏のプロテクターを見せて頂きました。

雑誌の時間　野口英壽雑誌委員長よりロ
ータリーの友紹介

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

１月第２例会 １月13日（金）
■ゲスト

この計　　 13件　　 56,000円

社団法人日本野球機構審査部　森健次郎 氏
国士舘高校同窓会理事　　　　大木康至 氏
国士舘高校同窓会副会長　　　山崎　伸 氏
帝京高校野球部OB会理事　　 知念　賢 氏

国士舘高校同窓会理事
　　　　　　……
米田英雄会員……
米森　厚会員……
川上正一会員……
橋本　哲会員……

金澤一史会員……
志村　保会員……
郡司恵一郎会員…
兼子充裕会員……
深谷　智会員……
宇留野秀一会員…

原口一吉会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（１月13日（金）扱）

押忍！！本日は宜しくお願い致します。
森 健次郎様、本日は卓話宜しくお願い致します。
娘の門出を祝して！
良い年でありますように。
家族例会で愛する妻のために豪華なプレゼントを
頂き誠に有難うございました。
今年も宜しく。
寒いので体に気をつけて下さい。
初孫が生まれて、ジイジイと呼ばれています。
河野会員、ロータリーの時間お願いします。
本年も宜しくお願い致します。
おひさま食堂、１月28日です。宜しくお願いし
ます。
皆さんの元気な顔を見られて感謝です。
新年会連続の３日目、呑まなきゃ楽なんだけど。

■ビジター
水戸RC　　　　　川上倖司会員　
水戸西RC　　　　鈴木克之会員　
水戸東RC　　　　鬼澤紘一会員
しもだて紫水RC　田所嘉徳会員

■財団BOX（１月13日（金）扱）
佐藤　衛会員……財団の友献金（第３～７回）

＄500　58,000円（累計＄21,700）

この計　　　１件　　　$500　　　58,000円

■米山BOX（１月13日（金）扱）
市毛純一会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計640,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計480,000円）
金原和美会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

スチームチキンのサラダ
スイートコーンスープ

細切りビーフと大蒜の茎のオイスターソース炒め
陳さんのマーボー豆腐
白飯・ザーサイ
フルーツ入り杏仁

会食メニュー

１. 第２回「おひさま食堂」が開催されます。
日　時：１月28日㈯   11:30～14:00
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川2563
集合時間：調理担当者　8:30 までに集合
　　　　作業担当者　9:30 までに集合
　　　　（メークアップ出席扱いとなります。）

２. －第３分区ＩＭ－
２月３日㈮の第１例会は、２月５日㈰のIMに振り
替えとなります。IMを欠席される会員は、メーク
アップをお願い致します。
IM出席者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　
　綿引甚介　　米田英雄　　佐藤　衛　　長谷川國雄
　赤岩賢二　　軍司由佳　　人見光一　　石川啓司
　兼子充裕　　川﨑紀子　　菊池秀機　　金原和美
　桑名武之　　水越光男　　中本邦彦　　奈良早苗
　野口英壽　　小川啓子　　岡村太郎　　大森三男
　太田聖史　　佐藤昌樹　　島根昌明　　篠原　勉
　高梨博行　　米川幸喜　　市毛純一　　井澤卓司
　小路　實　　久保田啓藏　　松本隆史　　水口二良
　笹館康男　　二川隆司　　田村　大　　野澤桜子

　36名

３. 水戸市内RC例会変更
水戸西RC：１月25日㈬　17:30　於 水戸プラザホテル

（新年ファミリーパーティーの為）

４. 次回例会日程
日　時：１月27日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：１月誕生祝い　
　　　　クラブ協議会（上半期実績報告・下半期活動発表②）

Vol.44  No25（第2094）－１ 2017年（平成29年）１月20日（金）
職業奉仕月間

１月第３例会プログラム
2017年１月20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 橋本　哲会員
 5. 会　食
 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. クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画発表１」
①会員組織　②職業分類　③会員選考
④会員増強　⑤ロータリー情報
⑥クラブ管理運営　⑦出席　⑧親睦活動
⑨会場運営　⑩プログラム　⑪会報　⑫広報
⑬雑誌　⑭IT資料

 9. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率83.70％
前々週訂正出席率77.42％97名 55名 42名 61.80％１月第２例会（１月13日）

出席状況


