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■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
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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

■米山BOX（10月20日（金）扱）

この計　　　13件　　　150,000円

兼子充裕会員……

中川勝義会員……

橋本　哲会員……

小瀧秀明会員……
松本隆史会員……
髙野　賢会員……

鈴木憲一会員……

斎藤孝夫会員……
粂田信行会員……

谷島孝明会員……

原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…

高梨博行会員……
小路　實会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（10月20日（金）扱）
堀義人様、ようこそいらっしゃいました。本日の
卓話宜しくお願い致します。
妻の葬儀にお忙しい中、御会葬頂き有難うござい
ました。
水戸黄門漫遊マラソンの素敵なＴシャツ有難うご
ざいます！完走できるよう頑張ります!!
寒いので体調管理に気をつけて下さい。
堀義人先生、卓話宜しくお願いします。
堀義人さんの卓話を祝って。茨城ロボッツ街中再
生、頑張って下さい。
昨日の第３分区親睦ゴルフ大会ご参加の皆さん、
雨の中ご苦労様でした。
堀義人さんのスピーチ楽しみにしています。
ようこそ堀義人さん、山谷拓志さん。応援してい
ます。
雨の中、第３分区親睦ゴルフ大会ご参加の皆様ご
苦労様でした。
皆様、風邪など引かないで下さい。
元スマップの稲垣吾郎さんが印籠弁当をラジオ放
送の中で食べて話をしてくれました。ツイッター
にあげたら、800ツイートになり大変な事に
なっています。
本日も宜しくお願い致します。
米川幸喜会員、谷島孝明会員、昨日は有難うござ
いました。
明日は夕方から、オークラフロンティアつくばに
て、RI第2820地区国際奉仕委員会に出席しま
す。その後、打上げで一泊します。

グロービス経営大学院　　　　学長　堀　義人 氏
㈱茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
　　　　　　　　　代表取締役社長　山谷拓志 氏

■ゲスト

水戸西RC　柏　敏一会員
■ビジター

この計　　　15件　　　54,000円

■財団BOX（10月20日（金）扱）
髙野　賢会員……財団の友献金（第８回）

$100　11,200円（累計$6,800）
大金　誠会員……財団の友献金（第６回）

$100　11,200円（累計$6,600）
橋本　哲会員……財団の友献金（第８回）

$100　11,200円（累計$4,800）
市毛純一会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,200円（累計$4,400）
水越光男会員……財団の友献金（第10回）

$100　11,200円（累計$4,000）
島根昌明会員……財団の友献金（第１回）

$100　11,200円（累計$3,100）
田村　大会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,200円（累計 $200）

この計　　　７件　　　$700　　　78,400円

■会員メークアップ
10/13　クラブ奉仕委員会　　井澤卓司　　長洲雅彦
10/17　北海道2500REC　　野口英壽
10/19　水戸東RC　　　　　　大金　誠
10/19　第３分区親睦ゴルフ大会

久保田啓藏　小路　實　松本隆史　鈴木憲一　水越光男
郡司恵一郎　兼子充裕　米川幸喜　谷島孝明

10/21　国際奉仕委員会　　　石川啓司
10/22　北海道2500REC　　工藤貴正
10/22　東京ピースウィングREC　　工藤貴正

10月19日㈭ 第３分区親睦ゴルフ大会参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（９名）
兼子充裕、久保田啓藏、郡司恵一郎、小路　實、鈴木憲一、
松本隆史、水越光男、谷島孝明、米川幸喜

１

10月20日㈮ 第３回戦略計画会議参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（13名）
長谷川國雄、井澤卓司、綿引甚介、水越光男、
鈴木憲一、小路　實、兼子充裕、深谷　智、
笹館康男、松本隆史、島根昌明、川﨑紀子、
根本　次

会員動静
本日１名入会により、現在の会員数は100名となりま
した。

新会員所属委員会について
録田幸裕会員は、親睦活動委員会となります。

第９回こども食堂（おひさま食堂）が開催されます。
日　時：10月28日㈯　11:30～14:00
場　所：赤塚市民センター　水戸市河和田3-2329-3
集合時間：9:30（調理担当者 8:30）までに集合

（メークアップ出席となりますので多数の参加お願いします）

1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：11月８日㈬　18:30～
場　所：酒鮮舗 もり蔵　TEL.224-6056
　　　　水戸市泉町3-3-40 イロカワビル1F
会　費：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

水戸市内RC例会変更
水戸西RC…11月８日㈬　12:30
　　　　　 於 陸上自衛隊勝田駐屯地内施設学校（職場訪問の為）
水戸東RC…11月９日㈭　12:00（ガバナー公式訪問の為）

次回例会日程
日　時：11月10日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：次年度理事・役員指名　水越光男会長

卓話「『MyRotary』について&財団月間に因んで」
宇留野秀一地区ロータリー財団委員

※11月３日㈮は祝日に付き休会です。
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10月第４例会プログラム
2017年10月27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. 新会員入会式 録田幸裕さん
 5. ロータリーの時間
「地区新会員向けオリエンテーション参加報告」
 金原和美出席委員長

 6. 親睦の時間「10月誕生祝」 親睦活動委員会
 ３日 人見光一　　４日 櫻井盛二
 ５日 小瀧秀明　　６日 亀山義孝
10日 川﨑英輝、瀬浪純恵
14日 船橋範行、松本幸雄　　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

 7. 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）

 8. 幹事報告
 9. クラブ懇談会 乾杯　水越光男会長
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

10月第３例会　10月20日㈮

前　週訂正出席率65.26％
前々週訂正出席率68.42％99名 60名 39名 63.16％10月第３例会（10月20日）

出席状況
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大金　誠会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計730,000円）

金澤一史会員……米山功労者献金（第８～10回）
30,000円（累計700,000円）

粂田信行会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計500,000円）

中本邦彦会員……米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計490,000円）

松本隆史会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計470,000円）

米田英雄会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計430,000円）

橋本　哲会員……米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計410,000円）

篠原　勉会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計380,000円）

根本　次会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計280,000円）

亀山義孝会員……米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計260,000円）

小路　實会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計220,000円）

石井浩一会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計150,000円）

二川隆司会員……準米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計 50,000円）



RI第2820地区内の仲間達と研鑽を積みました

堀学長と茨城ロボッツ山谷代表がお越し下さいました

グロービス経営大学院　堀学長の卓話 堀学長の水戸への熱い思いに感謝

新会員向けオリエンテーション資料

ロータリーの時間　石川国際奉仕委員長

●「地区新会員向けオリエンテーションに参加して」金原和美会員
　10月22日㈰台風による暴風雨の中、リリーベール小学校において地区新会員向けオリエンテーションが開催されま
した。入会して７年目となりましたが、ロータリーに対する見識を深めたいと思い研修会に参加させて頂きました。
ロータリーの目的、哲学について理解が深まりました。今後のロータリー活動に活かしていきたいと思っています。

卓話「水戸出身の起業家が語るベンチャーと水戸への貢献
　　　　　　～水戸ど真ん中再生プロジェクトが目指すもの～｣

　「やめちゃったよ。もうそういう時代じゃないんだよ
ね」。2015年８月、久しぶりに故郷の水戸市で水戸二
中水泳部の同窓会に参加した。先輩に「最近、お寿司屋
さんはいかがですか」と近況を尋ねたら、寂しくぽつり
とこう言われた。中学時代、家業のお寿司屋を継ぐのを
楽しみにしていた先輩だったから、僕はその場で返す言
葉が見つからなかった。
　改めて水戸の中心部を見渡してみると、にぎやかだっ
た街中は、廃虚のビル、空き地、シャッター街となって
いた。僕は、三の丸小学校から水戸一高まで、水戸のど
真ん中にある学校に通っていた。街が栄えていたあの頃
が、ありありと思い浮かぶ。それだけに、現状を見て悲
しくなった。「何とかしなくちゃならない」という強い
気持ちが、心の底からふつふつとわき上がってきた。
　「水戸どまんなか再生プロジェクト」はこうして立ち
上がった。やるからには中途半端でない大胆な構想が必
要だ。特に、県外から思い切った投資を呼び込むことに
も注力したい。徳川光圀様の言葉に「中にない知恵や力
は外から集めよう」というものがある。水戸の人間だけ
でなく、外部の人間やカネ、知恵の投入を働きかけた。
　すでに、丸井グループの青井浩社長、星野リゾートの
星野佳路代表、カルチュア・コンビニエンス・クラブ
（CCC）の増田宗昭社長、森ビルの森浩生副社長など
にメンバーに入ってもらえることになった。西武とユ
ニーの跡地を所有する東京の不動産会社２社の社長も参
加することになった。
　外部と水戸の有志と協力して、交通インフラの再整備
や県域メディアなどの大胆な仕掛けをしていきたい。プ
ロジェクトを通じて、たくさんの地元の皆さんに出会っ
た。そのなかの一人が、茨城ロボッツの山谷拓志社長
だ。泉町の山翠で開催された懇親会でたまたま隣の席
だったことがご縁で、その２ヶ月後の４月に水戸を本拠
とするプロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」の
共同オーナー兼非常勤取締役になった。
　茨城ロボッツは昨年秋からバスケットボールの「Ｂ

リーグ２部」に参戦した。だが、チームの現状は厳し
い。ロボッツは一昨年所属していたリーグで最下位の
12位だ。平均入場者数も最下位、チームの財政も赤字
という「三重苦」にさいなまれている。
　まずは地道にファンを増やして、多くの人に青柳体育
館に足を運んでもらうようにしなければならない。茨城
県は県域民放テレビ局を持たないし、ラジオの県域ＦＭ
局もない。必死に知恵を絞らなければファンは獲得でき
ない。地元に定着した水戸ホーリーホックと切磋琢磨
をしながら、ファンを一人でも増やすべく、地道に一
歩一歩行動をおこしたい。スポーツによる街おこしの
試みが始まっている。
　高校時代に水戸ロータリークラブにスポンサーして頂
き（故 狩野明男さんが保証人）、豪州へ１年間留学する
機会を得た。その学びを活かして、京都大学に進学し、
住友商事に就職。米国ハーバード大学経営大学院で学
び、帰国後東京でグロービスを立ち上げた。
　今やグロービスは、東京、大阪、名古屋、仙台、福岡
にキャンパスを持つ日本No.１の経営大学院となった。
規模の面では、慶応、早稲田、一橋の三大学を足して
も、グロービスの方が大きい。評価の面でも、東日本で
は早稲田や一橋を上回る評価を頂いている。今、アジア
No.１の経営大学院となるべく奔走している。さらに、
1,100社への企業研修を施している。日本最大の独立
系ベンチャーキャピタルを創設し、550億円の資金を
海外から集めて、日本のベンチャーを育てている。ま
さに日本の経済をヒト、カネ、チエの面で支えている
のだ。
　水戸を出てから35年間、がむしゃらに仕事をしなが
ら、５人の子供の育児に没頭してきた。だが、今までふ
るさと水戸に全く貢献できていなかった。反省してい
る。水戸に育てられた一人として、水戸のロータリーク
ラブへのご恩に感謝しながら、これからふるさと水戸の
未来のためにコミットしていくことを心に決めてい
る。

グロービス経営大学院　学長　　堀　義人 氏

10月第３例会　10月20日㈮
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RI第2820地区内の仲間達と研鑽を積みました

堀学長と茨城ロボッツ山谷代表がお越し下さいました

グロービス経営大学院　堀学長の卓話 堀学長の水戸への熱い思いに感謝

新会員向けオリエンテーション資料

ロータリーの時間　石川国際奉仕委員長

●「地区新会員向けオリエンテーションに参加して」金原和美会員
　10月22日㈰台風による暴風雨の中、リリーベール小学校において地区新会員向けオリエンテーションが開催されま
した。入会して７年目となりましたが、ロータリーに対する見識を深めたいと思い研修会に参加させて頂きました。
ロータリーの目的、哲学について理解が深まりました。今後のロータリー活動に活かしていきたいと思っています。

卓話「水戸出身の起業家が語るベンチャーと水戸への貢献
　　　　　　～水戸ど真ん中再生プロジェクトが目指すもの～｣

　「やめちゃったよ。もうそういう時代じゃないんだよ
ね」。2015年８月、久しぶりに故郷の水戸市で水戸二
中水泳部の同窓会に参加した。先輩に「最近、お寿司屋
さんはいかがですか」と近況を尋ねたら、寂しくぽつり
とこう言われた。中学時代、家業のお寿司屋を継ぐのを
楽しみにしていた先輩だったから、僕はその場で返す言
葉が見つからなかった。
　改めて水戸の中心部を見渡してみると、にぎやかだっ
た街中は、廃虚のビル、空き地、シャッター街となって
いた。僕は、三の丸小学校から水戸一高まで、水戸のど
真ん中にある学校に通っていた。街が栄えていたあの頃
が、ありありと思い浮かぶ。それだけに、現状を見て悲
しくなった。「何とかしなくちゃならない」という強い
気持ちが、心の底からふつふつとわき上がってきた。
　「水戸どまんなか再生プロジェクト」はこうして立ち
上がった。やるからには中途半端でない大胆な構想が必
要だ。特に、県外から思い切った投資を呼び込むことに
も注力したい。徳川光圀様の言葉に「中にない知恵や力
は外から集めよう」というものがある。水戸の人間だけ
でなく、外部の人間やカネ、知恵の投入を働きかけた。
　すでに、丸井グループの青井浩社長、星野リゾートの
星野佳路代表、カルチュア・コンビニエンス・クラブ
（CCC）の増田宗昭社長、森ビルの森浩生副社長など
にメンバーに入ってもらえることになった。西武とユ
ニーの跡地を所有する東京の不動産会社２社の社長も参
加することになった。
　外部と水戸の有志と協力して、交通インフラの再整備
や県域メディアなどの大胆な仕掛けをしていきたい。プ
ロジェクトを通じて、たくさんの地元の皆さんに出会っ
た。そのなかの一人が、茨城ロボッツの山谷拓志社長
だ。泉町の山翠で開催された懇親会でたまたま隣の席
だったことがご縁で、その２ヶ月後の４月に水戸を本拠
とするプロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」の
共同オーナー兼非常勤取締役になった。
　茨城ロボッツは昨年秋からバスケットボールの「Ｂ

リーグ２部」に参戦した。だが、チームの現状は厳し
い。ロボッツは一昨年所属していたリーグで最下位の
12位だ。平均入場者数も最下位、チームの財政も赤字
という「三重苦」にさいなまれている。
　まずは地道にファンを増やして、多くの人に青柳体育
館に足を運んでもらうようにしなければならない。茨城
県は県域民放テレビ局を持たないし、ラジオの県域ＦＭ
局もない。必死に知恵を絞らなければファンは獲得でき
ない。地元に定着した水戸ホーリーホックと切磋琢磨
をしながら、ファンを一人でも増やすべく、地道に一
歩一歩行動をおこしたい。スポーツによる街おこしの
試みが始まっている。
　高校時代に水戸ロータリークラブにスポンサーして頂
き（故 狩野明男さんが保証人）、豪州へ１年間留学する
機会を得た。その学びを活かして、京都大学に進学し、
住友商事に就職。米国ハーバード大学経営大学院で学
び、帰国後東京でグロービスを立ち上げた。
　今やグロービスは、東京、大阪、名古屋、仙台、福岡
にキャンパスを持つ日本No.１の経営大学院となった。
規模の面では、慶応、早稲田、一橋の三大学を足して
も、グロービスの方が大きい。評価の面でも、東日本で
は早稲田や一橋を上回る評価を頂いている。今、アジア
No.１の経営大学院となるべく奔走している。さらに、
1,100社への企業研修を施している。日本最大の独立
系ベンチャーキャピタルを創設し、550億円の資金を
海外から集めて、日本のベンチャーを育てている。ま
さに日本の経済をヒト、カネ、チエの面で支えている
のだ。
　水戸を出てから35年間、がむしゃらに仕事をしなが
ら、５人の子供の育児に没頭してきた。だが、今までふ
るさと水戸に全く貢献できていなかった。反省してい
る。水戸に育てられた一人として、水戸のロータリーク
ラブへのご恩に感謝しながら、これからふるさと水戸の
未来のためにコミットしていくことを心に決めてい
る。

グロービス経営大学院　学長　　堀　義人 氏
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RI第2820地区内の仲間達と研鑽を積みました

堀学長と茨城ロボッツ山谷代表がお越し下さいました

グロービス経営大学院　堀学長の卓話 堀学長の水戸への熱い思いに感謝

新会員向けオリエンテーション資料

ロータリーの時間　石川国際奉仕委員長

●「地区新会員向けオリエンテーションに参加して」金原和美会員
　10月22日㈰台風による暴風雨の中、リリーベール小学校において地区新会員向けオリエンテーションが開催されま
した。入会して７年目となりましたが、ロータリーに対する見識を深めたいと思い研修会に参加させて頂きました。
ロータリーの目的、哲学について理解が深まりました。今後のロータリー活動に活かしていきたいと思っています。

卓話「水戸出身の起業家が語るベンチャーと水戸への貢献
　　　　　　～水戸ど真ん中再生プロジェクトが目指すもの～｣

　「やめちゃったよ。もうそういう時代じゃないんだよ
ね」。2015年８月、久しぶりに故郷の水戸市で水戸二
中水泳部の同窓会に参加した。先輩に「最近、お寿司屋
さんはいかがですか」と近況を尋ねたら、寂しくぽつり
とこう言われた。中学時代、家業のお寿司屋を継ぐのを
楽しみにしていた先輩だったから、僕はその場で返す言
葉が見つからなかった。
　改めて水戸の中心部を見渡してみると、にぎやかだっ
た街中は、廃虚のビル、空き地、シャッター街となって
いた。僕は、三の丸小学校から水戸一高まで、水戸のど
真ん中にある学校に通っていた。街が栄えていたあの頃
が、ありありと思い浮かぶ。それだけに、現状を見て悲
しくなった。「何とかしなくちゃならない」という強い
気持ちが、心の底からふつふつとわき上がってきた。
　「水戸どまんなか再生プロジェクト」はこうして立ち
上がった。やるからには中途半端でない大胆な構想が必
要だ。特に、県外から思い切った投資を呼び込むことに
も注力したい。徳川光圀様の言葉に「中にない知恵や力
は外から集めよう」というものがある。水戸の人間だけ
でなく、外部の人間やカネ、知恵の投入を働きかけた。
　すでに、丸井グループの青井浩社長、星野リゾートの
星野佳路代表、カルチュア・コンビニエンス・クラブ
（CCC）の増田宗昭社長、森ビルの森浩生副社長など
にメンバーに入ってもらえることになった。西武とユ
ニーの跡地を所有する東京の不動産会社２社の社長も参
加することになった。
　外部と水戸の有志と協力して、交通インフラの再整備
や県域メディアなどの大胆な仕掛けをしていきたい。プ
ロジェクトを通じて、たくさんの地元の皆さんに出会っ
た。そのなかの一人が、茨城ロボッツの山谷拓志社長
だ。泉町の山翠で開催された懇親会でたまたま隣の席
だったことがご縁で、その２ヶ月後の４月に水戸を本拠
とするプロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」の
共同オーナー兼非常勤取締役になった。
　茨城ロボッツは昨年秋からバスケットボールの「Ｂ

リーグ２部」に参戦した。だが、チームの現状は厳し
い。ロボッツは一昨年所属していたリーグで最下位の
12位だ。平均入場者数も最下位、チームの財政も赤字
という「三重苦」にさいなまれている。
　まずは地道にファンを増やして、多くの人に青柳体育
館に足を運んでもらうようにしなければならない。茨城
県は県域民放テレビ局を持たないし、ラジオの県域ＦＭ
局もない。必死に知恵を絞らなければファンは獲得でき
ない。地元に定着した水戸ホーリーホックと切磋琢磨
をしながら、ファンを一人でも増やすべく、地道に一
歩一歩行動をおこしたい。スポーツによる街おこしの
試みが始まっている。
　高校時代に水戸ロータリークラブにスポンサーして頂
き（故 狩野明男さんが保証人）、豪州へ１年間留学する
機会を得た。その学びを活かして、京都大学に進学し、
住友商事に就職。米国ハーバード大学経営大学院で学
び、帰国後東京でグロービスを立ち上げた。
　今やグロービスは、東京、大阪、名古屋、仙台、福岡
にキャンパスを持つ日本No.１の経営大学院となった。
規模の面では、慶応、早稲田、一橋の三大学を足して
も、グロービスの方が大きい。評価の面でも、東日本で
は早稲田や一橋を上回る評価を頂いている。今、アジア
No.１の経営大学院となるべく奔走している。さらに、
1,100社への企業研修を施している。日本最大の独立
系ベンチャーキャピタルを創設し、550億円の資金を
海外から集めて、日本のベンチャーを育てている。ま
さに日本の経済をヒト、カネ、チエの面で支えている
のだ。
　水戸を出てから35年間、がむしゃらに仕事をしなが
ら、５人の子供の育児に没頭してきた。だが、今までふ
るさと水戸に全く貢献できていなかった。反省してい
る。水戸に育てられた一人として、水戸のロータリーク
ラブへのご恩に感謝しながら、これからふるさと水戸の
未来のためにコミットしていくことを心に決めてい
る。

グロービス経営大学院　学長　　堀　義人 氏
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幹幹 事事 報報 告告

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

■米山BOX（10月20日（金）扱）

この計　　　13件　　　150,000円

兼子充裕会員……

中川勝義会員……

橋本　哲会員……

小瀧秀明会員……
松本隆史会員……
髙野　賢会員……

鈴木憲一会員……

斎藤孝夫会員……
粂田信行会員……

谷島孝明会員……

原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…

高梨博行会員……
小路　實会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（10月20日（金）扱）
堀義人様、ようこそいらっしゃいました。本日の
卓話宜しくお願い致します。
妻の葬儀にお忙しい中、御会葬頂き有難うござい
ました。
水戸黄門漫遊マラソンの素敵なＴシャツ有難うご
ざいます！完走できるよう頑張ります!!
寒いので体調管理に気をつけて下さい。
堀義人先生、卓話宜しくお願いします。
堀義人さんの卓話を祝って。茨城ロボッツ街中再
生、頑張って下さい。
昨日の第３分区親睦ゴルフ大会ご参加の皆さん、
雨の中ご苦労様でした。
堀義人さんのスピーチ楽しみにしています。
ようこそ堀義人さん、山谷拓志さん。応援してい
ます。
雨の中、第３分区親睦ゴルフ大会ご参加の皆様ご
苦労様でした。
皆様、風邪など引かないで下さい。
元スマップの稲垣吾郎さんが印籠弁当をラジオ放
送の中で食べて話をしてくれました。ツイッター
にあげたら、800ツイートになり大変な事に
なっています。
本日も宜しくお願い致します。
米川幸喜会員、谷島孝明会員、昨日は有難うござ
いました。
明日は夕方から、オークラフロンティアつくばに
て、RI第2820地区国際奉仕委員会に出席しま
す。その後、打上げで一泊します。

グロービス経営大学院　　　　学長　堀　義人 氏
㈱茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
　　　　　　　　　代表取締役社長　山谷拓志 氏

■ゲスト

水戸西RC　柏　敏一会員
■ビジター

この計　　　15件　　　54,000円

■財団BOX（10月20日（金）扱）
髙野　賢会員……財団の友献金（第８回）

$100　11,200円（累計$6,800）
大金　誠会員……財団の友献金（第６回）

$100　11,200円（累計$6,600）
橋本　哲会員……財団の友献金（第８回）

$100　11,200円（累計$4,800）
市毛純一会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,200円（累計$4,400）
水越光男会員……財団の友献金（第10回）

$100　11,200円（累計$4,000）
島根昌明会員……財団の友献金（第１回）

$100　11,200円（累計$3,100）
田村　大会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,200円（累計 $200）

この計　　　７件　　　$700　　　78,400円

■会員メークアップ
10/13　クラブ奉仕委員会　　井澤卓司　　長洲雅彦
10/17　北海道2500REC　　野口英壽
10/19　水戸東RC　　　　　　大金　誠
10/19　第３分区親睦ゴルフ大会

久保田啓藏　小路　實　松本隆史　鈴木憲一　水越光男
郡司恵一郎　兼子充裕　米川幸喜　谷島孝明

10/21　国際奉仕委員会　　　石川啓司
10/22　北海道2500REC　　工藤貴正
10/22　東京ピースウィングREC　　工藤貴正

10月19日㈭ 第３分区親睦ゴルフ大会参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（９名）
兼子充裕、久保田啓藏、郡司恵一郎、小路　實、鈴木憲一、
松本隆史、水越光男、谷島孝明、米川幸喜

１

10月20日㈮ 第３回戦略計画会議参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（13名）
長谷川國雄、井澤卓司、綿引甚介、水越光男、
鈴木憲一、小路　實、兼子充裕、深谷　智、
笹館康男、松本隆史、島根昌明、川﨑紀子、
根本　次

会員動静
本日１名入会により、現在の会員数は100名となりま
した。

新会員所属委員会について
録田幸裕会員は、親睦活動委員会となります。

第９回こども食堂（おひさま食堂）が開催されます。
日　時：10月28日㈯　11:30～14:00
場　所：赤塚市民センター　水戸市河和田3-2329-3
集合時間：9:30（調理担当者 8:30）までに集合

（メークアップ出席となりますので多数の参加お願いします）

1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：11月８日㈬　18:30～
場　所：酒鮮舗 もり蔵　TEL.224-6056
　　　　水戸市泉町3-3-40 イロカワビル1F
会　費：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

水戸市内RC例会変更
水戸西RC…11月８日㈬　12:30
　　　　　 於 陸上自衛隊勝田駐屯地内施設学校（職場訪問の為）
水戸東RC…11月９日㈭　12:00（ガバナー公式訪問の為）

次回例会日程
日　時：11月10日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：次年度理事・役員指名　水越光男会長

卓話「『MyRotary』について&財団月間に因んで」
宇留野秀一地区ロータリー財団委員

※11月３日㈮は祝日に付き休会です。
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10月第４例会プログラム
2017年10月27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. 新会員入会式 録田幸裕さん
 5. ロータリーの時間
「地区新会員向けオリエンテーション参加報告」
 金原和美出席委員長

 6. 親睦の時間「10月誕生祝」 親睦活動委員会
 ３日 人見光一　　４日 櫻井盛二
 ５日 小瀧秀明　　６日 亀山義孝
10日 川﨑英輝、瀬浪純恵
14日 船橋範行、松本幸雄　　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

 7. 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）

 8. 幹事報告
 9. クラブ懇談会 乾杯　水越光男会長
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

10月第３例会　10月20日㈮

前　週訂正出席率65.26％
前々週訂正出席率68.42％99名 60名 39名 63.16％10月第３例会（10月20日）

出席状況
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大金　誠会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計730,000円）

金澤一史会員……米山功労者献金（第８～10回）
30,000円（累計700,000円）

粂田信行会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計500,000円）

中本邦彦会員……米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計490,000円）

松本隆史会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計470,000円）

米田英雄会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計430,000円）

橋本　哲会員……米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計410,000円）

篠原　勉会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計380,000円）

根本　次会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計280,000円）

亀山義孝会員……米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計260,000円）

小路　實会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計220,000円）

石井浩一会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計150,000円）

二川隆司会員……準米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計 50,000円）


