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◆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：岡村　太郎　副委員長：根本　直哉　委員：皆川　雄作、須田　政男

●会　長　水越　光男　会長エレクト　鈴木　憲一
●幹　事　兼子　充裕　副会長　　　　小路　　實
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　川﨑　紀子

地区スローガン／未来へチャレンジ
クラブ会長方針／誇り高き水戸南RIテーマ／ロータリー：変化をもたらす

この計　　　41件　　168,000円

赤岩賢二会員……

軍司由佳会員……

川﨑英輝会員……

上野義哉会員……

船橋範行会員……

鈴木由紀子会員…

神代学光会員……

石川啓司会員……

石川浩一会員……

保延ガバナー、坂倉第３分区ガバナー補佐の皆
様ようこそいらっしゃいました。
保延ガバナー、本日は水戸南RCにご訪問下さ
り有難うございます。
保延ガバナー公式訪問有難うございます。新会
員の皆様ご入会おめでとうございます。
保延ガバナー公式訪問有難うございます。又、
新会員の皆様ご入会おめでとうございます。
新会員の皆様ご入会おめでとうございます。
1-3奉仕研究会でお待ちしております。
本日は保延ガバナー、水戸南RCへ公式訪問有
難うございました。
ガバナー公式訪問初めて参加しました。とても
勉強になりました。有難うございました。
保延ガバナー、山本　進地区幹事、有難うござ
います。
保延ガバナー、水戸南RCへようこそ！！

前　週訂正出席率67.03％
前々週訂正出席率82.80％

保延輝文RI第2820地区ガバナー（石岡RC）
　　　　　　……
坂倉弘國RI第2820地区第３分区ガバナー補佐（笠間RC）
　　　　　　……
水越光男会員……
兼子充裕会員……

小瀧秀明会員……

蔵持圭一会員……
小川啓子会員……

河野正政会員……
長谷川國雄会員…

市毛純一会員……
綿引甚介会員……

笹館康男会員……
鈴木憲一会員……
久信田秀一会員…
谷島孝明会員……
人見光一会員……

田口喜三郎会員…

久保田啓藏会員…
水口二良会員……

井澤卓司会員……

髙野　賢会員……
松本隆史会員……
根本　次会員……

小路　實会員……

塩沢富夫会員・久保田規子会員
　　　　　　……
金澤一史会員……
一毛裕之会員……
米田英雄会員……
及川　譲会員……

髙橋伸之会員……
太田聖史会員……

■ニコニコBOX（９月１日（金）扱）

本日の公式訪問、宜しくお願い致します。

本日の公式訪問、宜しくお願い致します。
ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。
保延ガバナー、坂倉第３分区ガバナー補佐よう
こそいらっしゃいました。本日は宜しくお願い
致します。
本日より入会させて頂きます。何卒宜しくお願
い致します。
本日よりどうぞ宜しくお願い申し上げます。
保延ガバナー、ご指導宜しくお願いします。新
会員の皆様、これから宜しくお願いします。
新会員の皆様、宜しくお願いします。
保延ガバナー、ようこそ！ご指導宜しくお願いし
ます。
久し振りの出席です。
保延ガバナー、水戸南RCへようこそいらっしゃ
いました。新会員の皆様、宜しくお願いします。
３名の新会員の入会を祝って。
100％出席出来ました。
新会員の皆様、おめでとうございます。
新会員の皆様、宜しくお願いします！
保延ガバナー有難うございます。新会員ご入会
おめでとうございます。
水戸市民の祭典である水戸市民ゴルフ大会が
９月18日㈪に開催されます。会員諸君の協賛
広告とご参加を宜しくお願いします。
保延ガバナーの公式訪問を記念して。
保延ガバナー、坂倉第３分区ガバナー補佐、山
本地区幹事のご訪問を歓迎して。
新会員の皆様、オリエンテーションお疲れ様で
した。
保延ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
本日入会された皆様を歓迎いたします。
保延ガバナー本日はようこそ！宜しくお願い致
します。
保延ガバナー、坂倉第３分区ガバナー補佐、地
区幹事関係各位の皆様、本日はご苦労様です。
有難うございます。

保延ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
保延輝文ガバナーいらっしゃいませ。
ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。
新会員の皆様ご入会おめでとうございます。
本日は保延ガバナーようこそいらっしゃいまし
た。
保延ガバナーようこそ！
高校３年生の時に同じクラスだった大井川氏
が知事選に勝利しました。沢山の御支援有難う
ございました。

新会員所属委員会について
蔵持圭一会員及び小瀧秀明会員は会場運営委員会、
川﨑篤之会員は親睦活動委員会となります。

第１回SRGコンペ及び総会が開催されます。
日　時：９月21日㈭
場　所：スターツ笠間ゴルフ倶楽部（笠間市）
　　　　TEL.0296-72-8126
プレー費：13,000円（キャディー費込）昼食付き・ドリンク別
SRG参加費：3,000円
総　会：居酒屋でん助（大工町）　18:30～
　　　　（会費は年会費より）
※参加される方は谷島孝明SRG委員長まで申し込
み願います。

水戸市内６RC合同例会における講演会の聴講者案内
日　時：９月27日㈬　18:20～　講演会
場　所：水戸プラザホテル
講　演：演題「水戸市民会館のコンセプトと周辺市

街地の展望について」（仮）
㈱伊東豊雄建築設計事務所　代表　伊東豊雄氏

※伊東豊雄氏の記念講演は、ロータリアン推薦の方
であれば聴講が出来ますのでロータリークラブ事
務局までお申し出ください。ただし先着順となっ
ております。

水戸市内RC例会場・時間変更
水　戸RC…９月12日㈫⇒於 三の丸ホテル
水戸東RC…９月14日㈭⇒９月16日㈯　18:00
　　　　　　於 東京ドーム（プロ野球ナイター観戦の為）

次回例会日程
〈移動例会〉
日　時：９月15日㈮　12:30～
場　所：茨城県議会議事堂・中会議室（及び茨城県庁舎）
内　容：茨城県庁舎内見学
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９月第１例会 ９月１日（金）
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99名 66名 33名 69.47％９月第１例会（９月１日）
出席状況
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９月第２例会プログラム
2017年９月８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「地区社会奉仕研究会報告」

 原口一吉会員
 5. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 島根昌明会員（第２回）
 6. 米山功労者感謝状伝達

 鈴木憲一会員（第４回）
 7. 米山奨学金授与 章　　琳さん
 8. 親睦の時間「９月誕生祝」 親睦活動委員会

 ４日 桑名武之　 ５日 太田聖史
15日 及川　譲　21日 田寺尚子
26日 山本　大　27日 野口英壽

 9. 雑誌の時間 雑誌委員会
10. 会　食
11. 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）
12. 幹事報告
13. 卓話「基本的教育と識字率向上月間に因んで

～茨城で生まれた社会と少年院を繋ぐ
『絆プロジェクト』～」

 フリーライター　大元よしき氏
14. ロータリーソング
15. 点鐘・閉会

■財団BOX（９月１日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,900円（累計$13,500）
大原康宏会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,900円（累計$11,300）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第３回）

$100　10,900円（累計 $9,300）
井澤卓司会員……財団の友献金（第８回）

$100　10,900円（累計 $5,800）
水越光男会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,900円（累計 $3,900）
及川　譲会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,900円（累計 $3,500）
米田英雄会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,900円（累計 $3,500）
兼子充裕会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,900円（累計 $3,400）
武田　誠会員……財団の友献金（第１回）

$100　10,900円（累計 $3,100）

この計　　　９件　　　$900　　　98,100円

■米山BOX（９月１日（金）扱）
水越光男会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計300,000円）
及川　譲会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）

この計　　　２件　　　20,000円



新会員入会式　３名の新しい仲間が加わりました

クラブ協議会　ガバナーより丁寧なご指導を頂きました保延ガバナー　朝のお出迎え

ガバナー公式訪問記念講演

保延ガバナーを囲んで記念撮影

クラブ活動報告 懇親会 乾杯　長谷川パストガバナー

クラブ協議会　各委員長も熱心に耳を傾けています

RI第2820地区ガバナー　保延輝文 氏（石岡RC）
RI第2820地区幹事　　　山本　進 氏（石岡RC）
RI第2820地区会計長　　中泉弘子 氏（土浦中央RC）
RI第2820地区第３分区ガバナー補佐　坂倉弘國 氏（笠間RC）
RI第2820地区第３分区ガバナー補佐セクレタリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲見仁史 氏（笠間RC）

■ゲスト

「保延輝文ガバナー記念講演」

　皆様には日頃よりロータリー活動にご尽力賜りまして
ありがとうございます。
　2017-18年度イアンＨ.Ｓ.ライズリーRI会長は、RI会
長テーマを「ロータリー：変化をもたらす」とされまし
た。ロータリーは長い歴史の中で徐々に成長し、会員と
地域社会の変わり行くニーズに対応しながら大きく変
わってまいりました。そして「ロータリーとはなんです
か」という問いに、その答えをRI会長テーマにしたとい
うことだと考えます。
　そして保延年度の地区スローガンは「未来へチャレン
ジ」と致しました。現在、地区では会員減少や高齢化が
深刻になっております。これを打破するには、青少年の
育成、会員の増強を考えなければなりません。私は今年
度、特にクラブへのサポート、公共へのイメージアッ
プ、そして青少年の育成に力を注いで参りたいと考えて
おります。ただこの三本柱と平行して一番大事なこと
は、まずロータリーの会員が“ロータリーはなにか”と
いうことを自問し考える姿勢だと思います。また奉仕活
動は自己研鑽の場でもあります。例会出席とともにロー
タリー活動を一生懸命楽しんで下さい。必ず人生におい
て実りある宝物を得ると確信しております。その各々の
満足感が、ひいては明るく力強い質の高いクラブを形成
することになるのです。
　最後に、皆様のご協力とご支援を賜りますよう宜しく
お願い申し上げます。

【地区目標】
１．クラブのサポートと強化

○会員増強
会員が29名以下のクラブは少なくとも１名以上
の純増
会員が30名以上のクラブは少なくとも２名以上
の純増
40歳未満の会員、女性会員増強　RI会長賞への
受賞クラブを増やす

○新会員へのオリエンテーションの実施
○ロータリー情報委員会の活用

２．公共イメージと認知度の向上
○ロータリー内外へ公共イメージを高める
○多様なメディアを通じてロータリーを紹介するよ
うクラブと地区に奨励する

３．青少年への支援
○インターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換
○米山奨学生・米山学友・財団学友

４．ロータリー財団への支援
150ドル（年次寄付130ドル・ポリオ20ドル）
各クラブ、ベネファクター　１名以上

５．米山記念奨学会への支援
米山記念奨学会
１人25,000円以上（普通寄付5,000円・特別寄付
20,000円）

６．衛星クラブの新設（１クラブ以上）
（国際ロータリー第2820地区　保延輝文ガバナー事務所HPより一部抜粋）

　クラブ協議会においては、非常にタイトなスケジュー
ルにも関わらず、保延輝文ガバナーの懇切丁寧な答弁を
拝聴し、ロータリアンとしての自覚や誇りを再認識した
とても有意義な時間でした。
　保延ガバナーは、年齢的に若く入会暦の浅い会員に向
けて、非常に分かりやすくロータリーの目的や意義につ
いてご説明をしていらっしゃいました。その中で、最も
心に残ったのは「次世代を担う年齢層と女性会員の増強
が重要」そして「会員増強は目的ではなく手段」とい
う言葉でした。
　一年に一度しかないガバナー公式訪問により多くの会
員が参加してロータリークラブの見識を深めることが必
要ではないかと感じた一日でした。

（会報委員会　岡村）

RI第2820地区 保延輝文ガバナー

保延輝文ガバナー公式訪問
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保延輝文ガバナー公式訪問

国産牛テール肉のコンフィのカダイフ包みと
カレー・ライス　秋野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー

■会員メークアップ
８/24～27　歯科医療奉仕活動　　　鈴木憲一
８/27　地区第１回会長幹事会

長谷川國雄　　井澤卓司　　水越光男　　兼子充裕
８/30　水戸西RC　　　大金　誠　　市毛純一

８/30　北海道2500REC　　人見光一
８/31　水戸東RC　　　　　 市毛純一
８/31　北海道2500REC　　　　　工藤貴正
８/31　東京ピースウィングREC　　工藤貴正

ガバナー公式訪問に参加して感じたこと

新会員入会式　３名の新しい仲間が加わりました

クラブ協議会　ガバナーより丁寧なご指導を頂きました保延ガバナー　朝のお出迎え

ガバナー公式訪問記念講演

保延ガバナーを囲んで記念撮影

クラブ活動報告 懇親会 乾杯　長谷川パストガバナー

クラブ協議会　各委員長も熱心に耳を傾けています

RI第2820地区ガバナー　保延輝文 氏（石岡RC）
RI第2820地区幹事　　　山本　進 氏（石岡RC）
RI第2820地区会計長　　中泉弘子 氏（土浦中央RC）
RI第2820地区第３分区ガバナー補佐　坂倉弘國 氏（笠間RC）
RI第2820地区第３分区ガバナー補佐セクレタリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲見仁史 氏（笠間RC）

■ゲスト

「保延輝文ガバナー記念講演」

　皆様には日頃よりロータリー活動にご尽力賜りまして
ありがとうございます。
　2017-18年度イアンＨ.Ｓ.ライズリーRI会長は、RI会
長テーマを「ロータリー：変化をもたらす」とされまし
た。ロータリーは長い歴史の中で徐々に成長し、会員と
地域社会の変わり行くニーズに対応しながら大きく変
わってまいりました。そして「ロータリーとはなんです
か」という問いに、その答えをRI会長テーマにしたとい
うことだと考えます。
　そして保延年度の地区スローガンは「未来へチャレン
ジ」と致しました。現在、地区では会員減少や高齢化が
深刻になっております。これを打破するには、青少年の
育成、会員の増強を考えなければなりません。私は今年
度、特にクラブへのサポート、公共へのイメージアッ
プ、そして青少年の育成に力を注いで参りたいと考えて
おります。ただこの三本柱と平行して一番大事なこと
は、まずロータリーの会員が“ロータリーはなにか”と
いうことを自問し考える姿勢だと思います。また奉仕活
動は自己研鑽の場でもあります。例会出席とともにロー
タリー活動を一生懸命楽しんで下さい。必ず人生におい
て実りある宝物を得ると確信しております。その各々の
満足感が、ひいては明るく力強い質の高いクラブを形成
することになるのです。
　最後に、皆様のご協力とご支援を賜りますよう宜しく
お願い申し上げます。

【地区目標】
１．クラブのサポートと強化

○会員増強
会員が29名以下のクラブは少なくとも１名以上
の純増
会員が30名以上のクラブは少なくとも２名以上
の純増
40歳未満の会員、女性会員増強　RI会長賞への
受賞クラブを増やす

○新会員へのオリエンテーションの実施
○ロータリー情報委員会の活用

２．公共イメージと認知度の向上
○ロータリー内外へ公共イメージを高める
○多様なメディアを通じてロータリーを紹介するよ
うクラブと地区に奨励する

３．青少年への支援
○インターアクト・ローターアクト・ライラ・青少
年交換
○米山奨学生・米山学友・財団学友

４．ロータリー財団への支援
150ドル（年次寄付130ドル・ポリオ20ドル）
各クラブ、ベネファクター　１名以上

５．米山記念奨学会への支援
米山記念奨学会
１人25,000円以上（普通寄付5,000円・特別寄付
20,000円）

６．衛星クラブの新設（１クラブ以上）
（国際ロータリー第2820地区　保延輝文ガバナー事務所HPより一部抜粋）

　クラブ協議会においては、非常にタイトなスケジュー
ルにも関わらず、保延輝文ガバナーの懇切丁寧な答弁を
拝聴し、ロータリアンとしての自覚や誇りを再認識した
とても有意義な時間でした。
　保延ガバナーは、年齢的に若く入会暦の浅い会員に向
けて、非常に分かりやすくロータリーの目的や意義につ
いてご説明をしていらっしゃいました。その中で、最も
心に残ったのは「次世代を担う年齢層と女性会員の増強
が重要」そして「会員増強は目的ではなく手段」とい
う言葉でした。
　一年に一度しかないガバナー公式訪問により多くの会
員が参加してロータリークラブの見識を深めることが必
要ではないかと感じた一日でした。

（会報委員会　岡村）
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保延輝文ガバナー公式訪問

国産牛テール肉のコンフィのカダイフ包みと
カレー・ライス　秋野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー

■会員メークアップ
８/24～27　歯科医療奉仕活動　　　鈴木憲一
８/27　地区第１回会長幹事会

長谷川國雄　　井澤卓司　　水越光男　　兼子充裕
８/30　水戸西RC　　　大金　誠　　市毛純一

８/30　北海道2500REC　　人見光一
８/31　水戸東RC　　　　　 市毛純一
８/31　北海道2500REC　　　　　工藤貴正
８/31　東京ピースウィングREC　　工藤貴正

ガバナー公式訪問に参加して感じたこと



新会員入会式　３名の新しい仲間が加わりました

クラブ協議会　ガバナーより丁寧なご指導を頂きました保延ガバナー　朝のお出迎え

ガバナー公式訪問記念講演

保延ガバナーを囲んで記念撮影

クラブ活動報告 懇親会 乾杯　長谷川パストガバナー

クラブ協議会　各委員長も熱心に耳を傾けています

RI第2820地区ガバナー　保延輝文 氏（石岡RC）
RI第2820地区幹事　　　山本　進 氏（石岡RC）
RI第2820地区会計長　　中泉弘子 氏（土浦中央RC）
RI第2820地区第３分区ガバナー補佐　坂倉弘國 氏（笠間RC）
RI第2820地区第３分区ガバナー補佐セクレタリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲見仁史 氏（笠間RC）

■ゲスト

「保延輝文ガバナー記念講演」

　皆様には日頃よりロータリー活動にご尽力賜りまして
ありがとうございます。
　2017-18年度イアンＨ.Ｓ.ライズリーRI会長は、RI会
長テーマを「ロータリー：変化をもたらす」とされまし
た。ロータリーは長い歴史の中で徐々に成長し、会員と
地域社会の変わり行くニーズに対応しながら大きく変
わってまいりました。そして「ロータリーとはなんです
か」という問いに、その答えをRI会長テーマにしたとい
うことだと考えます。
　そして保延年度の地区スローガンは「未来へチャレン
ジ」と致しました。現在、地区では会員減少や高齢化が
深刻になっております。これを打破するには、青少年の
育成、会員の増強を考えなければなりません。私は今年
度、特にクラブへのサポート、公共へのイメージアッ
プ、そして青少年の育成に力を注いで参りたいと考えて
おります。ただこの三本柱と平行して一番大事なこと
は、まずロータリーの会員が“ロータリーはなにか”と
いうことを自問し考える姿勢だと思います。また奉仕活
動は自己研鑽の場でもあります。例会出席とともにロー
タリー活動を一生懸命楽しんで下さい。必ず人生におい
て実りある宝物を得ると確信しております。その各々の
満足感が、ひいては明るく力強い質の高いクラブを形成
することになるのです。
　最後に、皆様のご協力とご支援を賜りますよう宜しく
お願い申し上げます。

【地区目標】
１．クラブのサポートと強化

○会員増強
会員が29名以下のクラブは少なくとも１名以上
の純増
会員が30名以上のクラブは少なくとも２名以上
の純増
40歳未満の会員、女性会員増強　RI会長賞への
受賞クラブを増やす

○新会員へのオリエンテーションの実施
○ロータリー情報委員会の活用
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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
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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
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■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
■ＵＲＬ　http://www.mito-m-rc.com
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●会　長　水越　光男　会長エレクト　鈴木　憲一
●幹　事　兼子　充裕　副会長　　　　小路　　實
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　川﨑　紀子

地区スローガン／未来へチャレンジ
クラブ会長方針／誇り高き水戸南RIテーマ／ロータリー：変化をもたらす

この計　　　41件　　168,000円

赤岩賢二会員……

軍司由佳会員……

川﨑英輝会員……

上野義哉会員……

船橋範行会員……

鈴木由紀子会員…

神代学光会員……

石川啓司会員……

石川浩一会員……

保延ガバナー、坂倉第３分区ガバナー補佐の皆
様ようこそいらっしゃいました。
保延ガバナー、本日は水戸南RCにご訪問下さ
り有難うございます。
保延ガバナー公式訪問有難うございます。新会
員の皆様ご入会おめでとうございます。
保延ガバナー公式訪問有難うございます。又、
新会員の皆様ご入会おめでとうございます。
新会員の皆様ご入会おめでとうございます。
1-3奉仕研究会でお待ちしております。
本日は保延ガバナー、水戸南RCへ公式訪問有
難うございました。
ガバナー公式訪問初めて参加しました。とても
勉強になりました。有難うございました。
保延ガバナー、山本　進地区幹事、有難うござ
います。
保延ガバナー、水戸南RCへようこそ！！

前　週訂正出席率67.03％
前々週訂正出席率82.80％
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　　　　　　……
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■ニコニコBOX（９月１日（金）扱）

本日の公式訪問、宜しくお願い致します。

本日の公式訪問、宜しくお願い致します。
ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。
保延ガバナー、坂倉第３分区ガバナー補佐よう
こそいらっしゃいました。本日は宜しくお願い
致します。
本日より入会させて頂きます。何卒宜しくお願
い致します。
本日よりどうぞ宜しくお願い申し上げます。
保延ガバナー、ご指導宜しくお願いします。新
会員の皆様、これから宜しくお願いします。
新会員の皆様、宜しくお願いします。
保延ガバナー、ようこそ！ご指導宜しくお願いし
ます。
久し振りの出席です。
保延ガバナー、水戸南RCへようこそいらっしゃ
いました。新会員の皆様、宜しくお願いします。
３名の新会員の入会を祝って。
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保延ガバナー有難うございます。新会員ご入会
おめでとうございます。
水戸市民の祭典である水戸市民ゴルフ大会が
９月18日㈪に開催されます。会員諸君の協賛
広告とご参加を宜しくお願いします。
保延ガバナーの公式訪問を記念して。
保延ガバナー、坂倉第３分区ガバナー補佐、山
本地区幹事のご訪問を歓迎して。
新会員の皆様、オリエンテーションお疲れ様で
した。
保延ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
本日入会された皆様を歓迎いたします。
保延ガバナー本日はようこそ！宜しくお願い致
します。
保延ガバナー、坂倉第３分区ガバナー補佐、地
区幹事関係各位の皆様、本日はご苦労様です。
有難うございます。

保延ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
保延輝文ガバナーいらっしゃいませ。
ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。
新会員の皆様ご入会おめでとうございます。
本日は保延ガバナーようこそいらっしゃいまし
た。
保延ガバナーようこそ！
高校３年生の時に同じクラスだった大井川氏
が知事選に勝利しました。沢山の御支援有難う
ございました。

新会員所属委員会について
蔵持圭一会員及び小瀧秀明会員は会場運営委員会、
川﨑篤之会員は親睦活動委員会となります。

第１回SRGコンペ及び総会が開催されます。
日　時：９月21日㈭
場　所：スターツ笠間ゴルフ倶楽部（笠間市）
　　　　TEL.0296-72-8126
プレー費：13,000円（キャディー費込）昼食付き・ドリンク別
SRG参加費：3,000円
総　会：居酒屋でん助（大工町）　18:30～
　　　　（会費は年会費より）
※参加される方は谷島孝明SRG委員長まで申し込
み願います。

水戸市内６RC合同例会における講演会の聴講者案内
日　時：９月27日㈬　18:20～　講演会
場　所：水戸プラザホテル
講　演：演題「水戸市民会館のコンセプトと周辺市

街地の展望について」（仮）
㈱伊東豊雄建築設計事務所　代表　伊東豊雄氏

※伊東豊雄氏の記念講演は、ロータリアン推薦の方
であれば聴講が出来ますのでロータリークラブ事
務局までお申し出ください。ただし先着順となっ
ております。

水戸市内RC例会場・時間変更
水　戸RC…９月12日㈫⇒於 三の丸ホテル
水戸東RC…９月14日㈭⇒９月16日㈯　18:00
　　　　　　於 東京ドーム（プロ野球ナイター観戦の為）

次回例会日程
〈移動例会〉
日　時：９月15日㈮　12:30～
場　所：茨城県議会議事堂・中会議室（及び茨城県庁舎）
内　容：茨城県庁舎内見学
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９月第１例会 ９月１日（金）
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９月第２例会プログラム
2017年９月８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「地区社会奉仕研究会報告」

 原口一吉会員
 5. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 島根昌明会員（第２回）
 6. 米山功労者感謝状伝達

 鈴木憲一会員（第４回）
 7. 米山奨学金授与 章　　琳さん
 8. 親睦の時間「９月誕生祝」 親睦活動委員会

 ４日 桑名武之　 ５日 太田聖史
15日 及川　譲　21日 田寺尚子
26日 山本　大　27日 野口英壽

 9. 雑誌の時間 雑誌委員会
10. 会　食
11. 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）
12. 幹事報告
13. 卓話「基本的教育と識字率向上月間に因んで

～茨城で生まれた社会と少年院を繋ぐ
『絆プロジェクト』～」

 フリーライター　大元よしき氏
14. ロータリーソング
15. 点鐘・閉会

■財団BOX（９月１日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,900円（累計$13,500）
大原康宏会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,900円（累計$11,300）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第３回）

$100　10,900円（累計 $9,300）
井澤卓司会員……財団の友献金（第８回）

$100　10,900円（累計 $5,800）
水越光男会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,900円（累計 $3,900）
及川　譲会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,900円（累計 $3,500）
米田英雄会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,900円（累計 $3,500）
兼子充裕会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,900円（累計 $3,400）
武田　誠会員……財団の友献金（第１回）

$100　10,900円（累計 $3,100）

この計　　　９件　　　$900　　　98,100円

■米山BOX（９月１日（金）扱）
水越光男会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計300,000円）
及川　譲会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）

この計　　　２件　　　20,000円


