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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：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

幹幹 事事 報報 告告

焼八寸　菊花お浸し　鰯旨煮　サーモン笹寿司
松の実松風　丸十レモン煮　花蓮根
山桃甘露煮

揚　物　オマール海老磯辺揚げ
鱚大黒占地巻き　獅子唐

煮　物　鯛黄味煮　秋茄子翡翠煮
里芋阿蘭陀煮　紅葉人参　隠元

食　事　茸御飯　　香の物　柴漬
止　椀　赤出汁

会食メニュー

前　週訂正出席率68.09％
前々週訂正出席率67.37％

水戸RC…65名　水戸西RC…66名　水戸東RC…23名　水戸さくらRC…18名　水戸好文RC…８名　計223名

99名 43名 56名 47.25％９月第５例会（９月27日）
出席状況

９月第５例会 ９月27日（水）　水戸市内６RC合同例会

韓国訪問
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10月第１例会プログラム
2017年10月６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・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 米山奨学生　章　琳さん
 5. 韓国清州西原RC（姉妹クラブ）交流会報告

 中本邦彦姉妹・友好クラブ交流委員長
 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 卓話「米山月間に因んで」

 菊池　敏地区米山記念奨学会総括委員長（水戸東RC）
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

㈱伊東豊雄建築設計事務所　代表　伊東豊雄 氏■ゲスト

■ニコニコBOX（９月扱）
月　計　　 55件　　207,000円
累　計　　180件　　667,000円

■会員メークアップ
9/８　第８回米山記念奨学会評議員会　　長谷川國雄
9/22～24　日韓親善会議及び清州西原RC交流会
　　　　　　　長谷川國雄　小路　實　　松本隆史
　　　　　　　水越光男　　兼子充裕　　中本邦彦
　　　　　　　国本美加　　原口一吉
9/26　北海道2500REC　　工藤貴正

10月のロータリーレート
１ドル＝112円

創立45周年記念式典実行委員会（総務・式典）が開催されました。
日　時：９月20日㈬  18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　（19名）
松本　隆史、市毛　純一、水越　光男、島根　昌明、
根本　　次、大原　康宏、宇留野秀一、小路　　實、
深谷　　智、金原　和美、山本　　大、綿引　甚介、
米田　英雄、菊池　秀機、川﨑　英輝、笹館　康男、
石井　浩一、上野　義哉、田村　　大
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９月21日㈭　第１回SRGコンペ及び総会参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　 （12名）
松本　隆史、塩沢　富夫、鈴木　憲一、中本　邦彦、
綿引　甚介、谷島　孝明、久保田啓藏、郡司恵一郎、
米川　幸喜、長洲　雅彦、兼子　充裕、篠原　　勉

創立45周年記念式典実行委員会（祝宴・接待）が開催されました。
日　時：９月25日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　 （10名）
井澤　卓司、武田　　誠、水越　光男、兼子　充裕、
谷島　孝明、小泉　正史、川澄千亜紀、高梨　博行、
平山　桜子、米川　幸喜

戦略計画実行委員会について
主　旨：将来のクラブビジョンを描き、その実現へ

向けた計画を立案する。
メンバー：水越会長、鈴木（憲）会長エレクト、

綿引直前会長、小路副会長、兼子幹事、
川﨑（紀）副幹事、長谷川パストガバナー、
井澤地区クラブ奉仕総括委員長、
他 担当責任者

会合日：10/６・13・20、11/10・17、12/１　例会後

1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：10月11日㈬　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
参加者：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

会員動静
久保田啓藏会員の事業所のFAX番号が変更になりました。
【変更前】029-306-9172→【変更後】029-227-5285

水戸市内RC例会場変更
水戸RC…10月10日㈫⇒於 三の丸ホテル

（ガバナー公式訪問の為）

次回例会日程
日　時：10月13日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「イニシエーションスピーチ」

松本幸雄会員、神代学光会員
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廣澤会員から美味しい焼豚の差し入れ

水戸西RC　中山敬二会長による開会の点鐘

記念講演　建築家・伊東豊雄氏
伊東氏による「新しい水戸市民会館の思想と周辺
環境の発展について」 全く新しい形の市民会館

懇親会
美味しいフレンチを頂きました 他のクラブの皆様と和やかな時間

米田店長の気合が半端ないです

こども達にも大人気のラーメン！

受付のみなさんも楽しそうです♪

今回もたくさんのお客様にご来場頂きました！

大道仮説実験にも興味深々　やっぱりお母さんは最強です

今回のメニュー

お出迎えの準備も楽しそうです

９月27日㈬　第５例会（水戸市内６RC合同例会）
2－Vol.45  No12（第2125） Vol.45  No12（第2125）－3

９月23日㈯　第８回おひさま食堂

　水戸市内６RC合同例会は水戸西RCをホストクラブとして市内ロータリアンが多数参加のもと盛大に開催されました。
水戸西RC中山敬二会長の点鐘から始まり、髙橋賢吾ガバナーエレクトのご挨拶、伊東豊雄氏の記念講演、そして懇親会
と非常にタイトなスケジュールではありましたが参加者の皆様は充実した時間を過ごされたと思います。
　記念講演では、世界的建築家の伊東豊雄氏が新しい水戸市民会館の思想と周辺環境の発展について講演されました。
ロータリアン以外の一般聴講者36名も参加し、１時間にわたってお話し頂いた町づくりのコンセプトや今後の水戸市内
の活性化について真剣に聞き入っていました。まつもと市民芸術館、みんなの森ぎふメディアコスモス、台中国家歌劇
院など伊東氏の作品（プロジェクト）を例に伊東氏が大切にされていると感じたのは、立派な建築物（ハード）が重要
なのではなく、そこに来る人々（観光客や日常的に利用する市民、アーティストetc.）が主人公となることを重視されて
いることでした。そして、子供や女性の過ごしやすい空間を創りだすことがずっと永くその場所で愛され続けていく公
共建築物のこれからのあり方ではないかとのお話しされていました。
　新しい水戸市民会館は水戸芸術館と京成百貨店の間を繋ぐ新たな動線として全く今までにはないコンセプトと設計に
なっています。今までの水戸中心市街地は国道50号線を軸として上市・下市と東西に開発が進み発展してきました。こ
れに千波湖、偕楽園から那珂川にかけて南北への開発をすることで新しい水戸の活性化に繋がっていく可能性が広がっ
ていきます。その中心に新しい水戸市民会館が大きな役割を果たしていくのではないでしょうか。
　伊東豊雄氏には懇親会もご参加頂き、様々な意見交換や質問が寄せられていました。
　次年度の水戸市内６RC合同例会は、われわれ水戸南RCがホストクラブとなります。会員一丸となって素晴らしい合同
例会をつくっていきましょう。

　来場者52名（こども33名）、メンバーにボランティアの方々あわせて75名と第８回おひさま食堂も楽しく賑やかに開
催できました！
　当日の朝は曇り空でしたが、お昼前にはさわやかに晴れ渡りまさにおひさま食堂日和となりました。今回のメニュー
は、ラーメン・水餃子・おにぎり・デザートに梨とボリュームたっぷりのラインナップ。煮卵と焼豚、わかめなど具沢山
のしょうゆラーメンは子供たちに大人気でした。
　子供も大人もたくさんの笑顔で溢れていました！

日　時　平成29年10月２日㈪　18:30～

場　所　海鮮厨房「天天」
　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F　TEL.029-302-1010

出席者　理　事　　河野正政　　石川啓司　　川﨑紀子
　　　　　川澄千亜紀　赤岩賢二　　石井浩一
　　　　　谷島孝明
役　員　　水越光男　　鈴木憲一　　小路　實
　　　　　兼子充裕　　菊池秀機　　綿引甚介
オブザーバー　宇留野秀一　米川幸喜　　川﨑英輝
　　　　　金原和美

議　題 
①10月プログラムについて 《承認》
②戦略計画会議について 《承認》
③高松西RC訪問について（姉妹・友好クラブ交流） 《承認》

④例会日程変更について 《承認》
※12月８日㈮が定款第８条第１節により休会となり、12月22日㈮の例会が
12：30からの例会に変更となります。

⑤水戸漫遊マラソン大会について（広報） 《承認》
⑥この指とまれ支援について（国際奉仕） 《承認》
⑦新会員向けオリエンテーションについて 《承認》
⑧国際大会について 《確認》
⑨タイ浄水器について 《確認》

保留事項　国際大会参加日程について

次回定例理事会
１．日時　平成 29年10月30日㈪
　　　　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　海鮮厨房「天天」水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F
　　　　　TEL.029-302-1010

2017-2018年度　第４回定例理事会　議事録
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　記念講演では、世界的建築家の伊東豊雄氏が新しい水戸市民会館の思想と周辺環境の発展について講演されました。
ロータリアン以外の一般聴講者36名も参加し、１時間にわたってお話し頂いた町づくりのコンセプトや今後の水戸市内
の活性化について真剣に聞き入っていました。まつもと市民芸術館、みんなの森ぎふメディアコスモス、台中国家歌劇
院など伊東氏の作品（プロジェクト）を例に伊東氏が大切にされていると感じたのは、立派な建築物（ハード）が重要
なのではなく、そこに来る人々（観光客や日常的に利用する市民、アーティストetc.）が主人公となることを重視されて
いることでした。そして、子供や女性の過ごしやすい空間を創りだすことがずっと永くその場所で愛され続けていく公
共建築物のこれからのあり方ではないかとのお話しされていました。
　新しい水戸市民会館は水戸芸術館と京成百貨店の間を繋ぐ新たな動線として全く今までにはないコンセプトと設計に
なっています。今までの水戸中心市街地は国道50号線を軸として上市・下市と東西に開発が進み発展してきました。こ
れに千波湖、偕楽園から那珂川にかけて南北への開発をすることで新しい水戸の活性化に繋がっていく可能性が広がっ
ていきます。その中心に新しい水戸市民会館が大きな役割を果たしていくのではないでしょうか。
　伊東豊雄氏には懇親会もご参加頂き、様々な意見交換や質問が寄せられていました。
　次年度の水戸市内６RC合同例会は、われわれ水戸南RCがホストクラブとなります。会員一丸となって素晴らしい合同
例会をつくっていきましょう。

　来場者52名（こども33名）、メンバーにボランティアの方々あわせて75名と第８回おひさま食堂も楽しく賑やかに開
催できました！
　当日の朝は曇り空でしたが、お昼前にはさわやかに晴れ渡りまさにおひさま食堂日和となりました。今回のメニュー
は、ラーメン・水餃子・おにぎり・デザートに梨とボリュームたっぷりのラインナップ。煮卵と焼豚、わかめなど具沢山
のしょうゆラーメンは子供たちに大人気でした。
　子供も大人もたくさんの笑顔で溢れていました！

日　時　平成29年10月２日㈪　18:30～

場　所　海鮮厨房「天天」
　　　　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F　TEL.029-302-1010

出席者　理　事　　河野正政　　石川啓司　　川﨑紀子
　　　　　川澄千亜紀　赤岩賢二　　石井浩一
　　　　　谷島孝明
役　員　　水越光男　　鈴木憲一　　小路　實
　　　　　兼子充裕　　菊池秀機　　綿引甚介
オブザーバー　宇留野秀一　米川幸喜　　川﨑英輝
　　　　　金原和美

議　題 
①10月プログラムについて 《承認》
②戦略計画会議について 《承認》
③高松西RC訪問について（姉妹・友好クラブ交流） 《承認》

④例会日程変更について 《承認》
※12月８日㈮が定款第８条第１節により休会となり、12月22日㈮の例会が
12：30からの例会に変更となります。

⑤水戸漫遊マラソン大会について（広報） 《承認》
⑥この指とまれ支援について（国際奉仕） 《承認》
⑦新会員向けオリエンテーションについて 《承認》
⑧国際大会について 《確認》
⑨タイ浄水器について 《確認》

保留事項　国際大会参加日程について

次回定例理事会
１．日時　平成 29年10月30日㈪
　　　　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　海鮮厨房「天天」水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F
　　　　　TEL.029-302-1010
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日韓親善会議にて

９月21日第１回SRGコンペ参加者

松本（隆）実行委員長から案内状贈呈

宋会長と水越会長

日韓親善会議で登壇する長谷川パストガバナー

清州西原RC訪問

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

経済と地域社会の発展月間／米山月間

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：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

幹幹 事事 報報 告告

焼八寸　菊花お浸し　鰯旨煮　サーモン笹寿司
松の実松風　丸十レモン煮　花蓮根
山桃甘露煮

揚　物　オマール海老磯辺揚げ
鱚大黒占地巻き　獅子唐

煮　物　鯛黄味煮　秋茄子翡翠煮
里芋阿蘭陀煮　紅葉人参　隠元

食　事　茸御飯　　香の物　柴漬
止　椀　赤出汁

会食メニュー

前　週訂正出席率68.09％
前々週訂正出席率67.37％

水戸RC…65名　水戸西RC…66名　水戸東RC…23名　水戸さくらRC…18名　水戸好文RC…８名　計223名

99名 43名 56名 47.25％９月第５例会（９月27日）
出席状況

９月第５例会 ９月27日（水）　水戸市内６RC合同例会

韓国訪問
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10月第１例会プログラム
2017年10月６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・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 米山奨学生　章　琳さん
 5. 韓国清州西原RC（姉妹クラブ）交流会報告

 中本邦彦姉妹・友好クラブ交流委員長
 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 卓話「米山月間に因んで」

 菊池　敏地区米山記念奨学会総括委員長（水戸東RC）
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

㈱伊東豊雄建築設計事務所　代表　伊東豊雄 氏■ゲスト

■ニコニコBOX（９月扱）
月　計　　 55件　　207,000円
累　計　　180件　　667,000円

■会員メークアップ
9/８　第８回米山記念奨学会評議員会　　長谷川國雄
9/22～24　日韓親善会議及び清州西原RC交流会
　　　　　　　長谷川國雄　小路　實　　松本隆史
　　　　　　　水越光男　　兼子充裕　　中本邦彦
　　　　　　　国本美加　　原口一吉
9/26　北海道2500REC　　工藤貴正

10月のロータリーレート
１ドル＝112円

創立45周年記念式典実行委員会（総務・式典）が開催されました。
日　時：９月20日㈬  18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　（19名）
松本　隆史、市毛　純一、水越　光男、島根　昌明、
根本　　次、大原　康宏、宇留野秀一、小路　　實、
深谷　　智、金原　和美、山本　　大、綿引　甚介、
米田　英雄、菊池　秀機、川﨑　英輝、笹館　康男、
石井　浩一、上野　義哉、田村　　大
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９月21日㈭　第１回SRGコンペ及び総会参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　 （12名）
松本　隆史、塩沢　富夫、鈴木　憲一、中本　邦彦、
綿引　甚介、谷島　孝明、久保田啓藏、郡司恵一郎、
米川　幸喜、長洲　雅彦、兼子　充裕、篠原　　勉

創立45周年記念式典実行委員会（祝宴・接待）が開催されました。
日　時：９月25日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　 （10名）
井澤　卓司、武田　　誠、水越　光男、兼子　充裕、
谷島　孝明、小泉　正史、川澄千亜紀、高梨　博行、
平山　桜子、米川　幸喜

戦略計画実行委員会について
主　旨：将来のクラブビジョンを描き、その実現へ

向けた計画を立案する。
メンバー：水越会長、鈴木（憲）会長エレクト、

綿引直前会長、小路副会長、兼子幹事、
川﨑（紀）副幹事、長谷川パストガバナー、
井澤地区クラブ奉仕総括委員長、
他 担当責任者

会合日：10/６・13・20、11/10・17、12/１　例会後

1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：10月11日㈬　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
参加者：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

会員動静
久保田啓藏会員の事業所のFAX番号が変更になりました。
【変更前】029-306-9172→【変更後】029-227-5285

水戸市内RC例会場変更
水戸RC…10月10日㈫⇒於 三の丸ホテル

（ガバナー公式訪問の為）

次回例会日程
日　時：10月13日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「イニシエーションスピーチ」

松本幸雄会員、神代学光会員
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