
雑誌の時間　小川雑誌副委員長
「職業奉仕について考える」（p.８～11）の紹介

卓話「職業奉仕月間に因んで」木村薫地区職業奉仕総括委員長（水戸東RC）
職業奉仕月間について、分かりやすくご説明頂きました。今月のガバナー月信（p.３）にお話し頂きました内容
が掲載されています。
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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

2017-2018年度下期会費請求書について
１月12日付下期請求書は、創立45周年記念式典会費が抜
けておりましたので破棄して頂き、１月19日の下期請求
（¥135,000）にてお振込みください。

１

髙橋賢吾ガバナーエレクト事務所よりのご案内
・地区チーム研修セミナー

日　時：３月３日㈯
場　所：水戸プラザホテル
出席者：次年度地区委員

・クラブ会長エレクト研修セミナー
日　時：３月24日㈯～25日㈰
場　所：水戸プラザホテル
出席者：鈴木憲一会長エレクト、
　　　　次年度地区委員関係者

・地区研修・協議会
日　時：４月29日（日・祝）
場　所：水戸プラザホテル
出席者：次年度理事・役員、次年度地区委員

直近の例会・会合スケジュール
・１月27日㈯　　おひさま食堂　8:30～

於 赤塚市民センター
・１月29日㈪　　定例理事会　18:30～

於 ビオ・ハーヴェスト・和ダイニング
・２月２日㈮　　例会　12:30～

於 水戸プラザホテル
・２月９日㈮　　例会　12:30～

於 水戸プラザホテル
・２月12日（月・祝）　水戸南RC杯ミニバスケットボール大会

8:00～　於 水戸市見川総合体育館
　第３分区IM　13:30～
於 笠間稲荷神社　稲光閣

※「第３分区IM」を欠席される会員は、例会変更
ですので、他会合でメークアップをお願い致し
ます。

・２月14日㈬　　1-3奉仕研究会　18:30～
於 天天

次回例会日程
日　時：２月２日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：クラブ協議会
　　　　「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ」

２

３

４

国産テール肉コンフィのパネとカレー・ライス
春野菜を添えて

季節のサラダ　　コーヒー

会食メニュー

■財団BOX（１月19日（金）扱）
大金　誠会員……財団の友献金（第７回）

$100　11,400円（累計$6,700）

この計　　　１件　　　$100　　　11,400円

前　週訂正出席率71.74％
前々週訂正出席率72.63％97名 48名 49名 52.17％１月第３例会（1月19日）

出席状況

木村　薫地区職業奉仕総括委員長（水戸東RC）
　　　　　　……

水越光男会員……

小川啓子会員……

河野正政会員……
佐藤　衛会員……
市毛純一会員……
大金　誠会員……
井澤卓司会員……

小路　實会員……

奈良早苗会員……

原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…

神代学光会員……

石井浩一会員……

石川啓司会員……

島根昌明会員……

■ニコニコBOX（１月19日（金）扱）

この計　　　17件　　　80,000円

■会員メークアップ
11/28　日立RC　　　川﨑篤之
　1 /17　水戸西RC　　市毛純一
　1 /19　北海道2500REC　　人見光一

■米山BOX（１月19日（金）扱）
佐藤　衛会員……米山功労者献金（第２～６回）

50,000円（累計2,060,000円）
大金　誠会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 740,000円）
中川勝義会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計 300,000円）

この計　　　３件　　　70,000円

①本日卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致し
ます。

②１月は職業奉仕月間です。会員の皆様、職業奉
仕を実践しましょう。

地区職業奉仕総括委員長の木村薫様、本日の卓話
宜しくお願いします。
今日、下期分の年会費を支払いしました。前回よ
り１万円多くなっていてビックリでした。仕事頑
張ろう! !
今年も宜しくお願い致します。
元気で頑張っています。今年も宜しくお願いします。
遅くなりましたが本年も宜しくお願い致します。
義父の葬儀に際し、お世話になりました。
地区職業奉仕総括委員長の木村薫様、卓話宜しく
お願い致します。
新年家族例会にて親睦活動委員会の皆様、有難う
ございました。水越会長、兼子幹事、後半頑張っ
て下さい。
今年初めて例会に出席いたします。後期改めまし
て宜しくお願い致します。
ニコニコで居たいです。
12月26日に初孫が生まれました。かわいくてデ
レデレしています。
まだまだ寒い日が続きます。皆様お体にお気をつ
け下さい。
地区職業奉仕総括委員長の木村薫様、本日の卓話
宜しくお願いします。
26日から48名の日本人ロータリアンと共にイン
ドの首都デリーに向かいポリオワクチン投与の
為、スラム街を廻ってきます。
皆様ニコニコBOX献金を宜しくお願い致します。

１月第４例会プログラム
2018年１月26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 篠原　勉会員
 5. 親睦の時間「１月誕生祝」 親睦活動委員会

 ８日 一毛裕之　　 ９日 川﨑篤之
10日 石井浩一　　18日 大原康宏
28日 中川勝義　　29日 笹館康男

 6. 会　食
 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. クラブ協議会
「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ」
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広報　⑫会報
⑬IT資料

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

１月第３例会 １月19日（金）
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地区職業奉仕総括委員長　木村　薫 氏（水戸東RC）■ゲスト

水戸RC　横須賀満夫会員■ビジター



会員組織委員会
委員長　鈴木　憲一

１．上半期実績
　会員増強委員会のがんばりで３桁100人になりまし
たが、３人減り、現在は97人です。100人に出来れば
なと思います。その他委員会はとどこおりなく行われて
います。
　当委員会は、各委員会のがんばりで成り立っています
ので宜しくお願いします。

職業分類委員会
委員長　武田　　誠

１．上半期実績
⑴職業分類を実施しました。
⑵新会員の職業分類を決定しました。

２．下半期活動計画
⑴予定新会員の職業分類を粛々と実施したい。

会員選考委員会
委員長　水口　二良

１．上半期実績
　新会員候補として推薦された方たちにつき、審査選考
を行い、全員につき会員としてふさわしいと判断しまし
た。
　特に重視した判断基準は①ロ－タリアンとしての三大
義務を果たせる地位・環境と健康状態を有しているか②
奉仕と友情についての理解を持ち、各奉仕活動やロータ
リー財団・米山記念奨学会への寄付について積極的に参
加する意欲を持つことのできる人物か③地区やクラブの
集会・行事に参加する意欲を持つことができるかという
ものです。

２．下半期活動計画
①新会員候補として推薦された方について、上半期と同
様の基準に照らして会員としてふさわしいかどうかを
審査選考します。
②情報集会の適宜な方法・時期での開催をしたいと思い
ます。

会員増強委員会
委員長　川澄千亜紀

１．上半期実績
　上半期は96名スタートで10月には念願の100名達
成いたしましたが、その後退会者が数名あり、未達成と
なりました。

２．下半期活動計画
　今期目標の100名目指します。
　また、各委員会と連携し、退会防止に務めます。

ロータリー情報委員会
委員長　井澤　卓司

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テ

キストとして「今日からロータリアン」を白戸仲久直
前ガバナー事務所から入手して使用した。

②入会前オリエンテーションの実施
　対象会員：川﨑篤之　蔵持圭一　小瀧秀明　録田幸裕
③1-3会でのロータリー情報委員会についての講話

２．下半期活動計画
①新会員候補者へのオリエンテーションの実施
②1-3会でのサポート幹事の継続
③既存会員へのロータリー情報の提供

クラブ管理運営委員会
委員長　小路　　實

１．上半期実績
・各委員会は計画に基づき行われていました。
・当クラブの課題であります出席率向上について、例会
終了後の戦略計画会議にて議論しました。

２．下半期活動計画
・出席率向上目標に近づける様に努力します。
・創立45周年記念式典に向けて、各委員会の協力を要
請してまいります。

出席委員会
委員長　金原　和美

１．上半期実績
⑴例会の会務報告で出席率の発表を行いました。
⑵毎週、例会のプログラム案内、例会出席のお願いを会
員にメールで送付しました。

⑶出席率目標の80％は、残念ながら達成できませんで
した。

２．下半期活動計画
⑴例会の会務報告での出席率の発表を行います。
⑵プログラム案内、例会出席のお願いメール送付を継続
して行います。

⑶他の委員会と連携し、出席率を上げ、目標の80％の
達成を目指します。

⑷年間100％出席会員の表彰を行います。

親睦活動委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
⑴例会時のビジター・ゲストの受付と紹介、会場運営委
員会と協力してビジター席への案内、前年度会長・幹
事の綿引会員と米田会員に協力して頂き、ビジター席
でのおもてなしを行った。

⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶納涼家族例会・新年家族例会を企画し、たくさんの御
家族の皆様に、ご参加いただき開催することが出来
た。

⑷各月に会員の誕生祝いを準備し、出席委員会と協力し
て、該当する会員の方に、電話やメール等で連絡して
出席を促した。

２．下半期活動計画
⑴引きつづき例会時のビジター・ゲストの受付と紹介と

対応を行う。
⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶「創立45周年記念事業の実施」その他行事への対応。
⑷引きつづき誕生祝での会員の出席を促していく。

会場運営委員会
委員長　菊池　秀機

１．上半期実績
①出席数の想定をして、食事の無駄を無くした。
②委員会ごとのテーブルに着席（11月と12月に１回ず
つ）を実施。

　（水越会長⇒要望・保延ガバナー⇒推奨された件）
　（SAA及び、出席・プログラム委員会からの案内もあ
り、出席率↑の傾向）

③当クラブに相応しい明るく和やかな例会運営が出来
た。

２．下半期活動計画
①上半期同様の活動をする。
②テーブルの席分けについては下期も継続。
　委員会ごとの他に、クジでシャッフルする事も加えて
４回実施。

③当クラブ創立45周年記念式典に向けて例会を盛り上
げていく。

プログラム委員会
委員長　宇留野秀一

１．上半期実績
　今年度の事業計画方針に則り、例会に参加して良かっ
たと思えるよう、内容の充実と調整を図りました。
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各担当委員会と連携して外部講師による卓話の実施
④出席委員会と連携して、例会内容のメールによるアナ
ウンス

⑤ロータリーの時間を利用して、研究会等の報告会実施

２．下半期活動計画
　今年度のクラブ方針を再確認し、方針の実現に向け
て、会長・幹事と連携を図り、例会運営の充実を図って
参ります。
①引き続き出席率向上に向けて、例会の事前アナウンス
を出席委員会と協力して行っていく。

②先行したプログラム案作成を行い、会長・幹事をはじ
め、理事会・各委員会との調整をタイムリーに行い、
スムーズな例会運営ができるようにする。

③創立45周年記念式典に向けて、会員への情報伝達が
スムーズに行くように、必要に応じて例会でのアナウ
ンスの機会を設けていく。

④引き続き、例会に参加して良かったと思えるよう、適
度な厳しさとアットホームさを保った例会づくりを
行っていく。

広報委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
①FMぱるるん・茨城新聞で広報活動ができた。

②ホームページを活用し広報活動ができた。
③地域主催の行事に揃いのＴシャツを作成して個別では
有るが参加して広報活動ができた。

２．下半期活動計画
①FMぱるるんで放送されている「学童の帰宅時犯罪防
止CM」を社会奉仕委員会とともに継続していく。

②IT資料委員会と連携してホームページを活用しなが
ら広報していく。

③創立45周年記念事業及び式典のPRを行う。

会報委員会
委員長　岡村　太郎 

１．上半期実績
　前週の例会情報や卓話の内容を出来る限り詳細に伝え
ることを心がけ、やむを得ず欠席された会員、なかなか
例会に出られない会員、ビジター・ゲストの方々にも水
戸南RCの雰囲気を感じられる構成を心掛けました。
　また、例会以外にもおひさま食堂などの奉仕活動報
告、ゴルフや野球など親睦活動報告などを写真とともに
掲載し活発で楽しいクラブとして出席率の向上に寄与で
きるよう内容の充実を心掛けました。
　写真等の素材に関しましてはIT資料委員会との連携
により、水戸南RCの記録、財産として今後も活用でき
ると考えています。

２．下半期活動計画
　下半期につきましては、各種行事（新年家族例会・第
３分区IM・ミニバスケットボール大会・創立45周年記
念式典・地区大会等々）様々なイベントが残されていま
すので、週報への掲載とともに、記録として後世に引き
継いでいけるよう心掛けていきたいと考えています。
　また、同じ会報委員会メンバーでなかなか例会に出席
できない会員に声を掛けて、委員会活動に一緒に取り組
んでいってもらい、例会にも積極的に参加するよう働き
かけたいと思います。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１．上半期実績
⑴クラブホームページを刷新し、見やすく活用しやすく
した。

⑵ホームページのスマホ対応版作り、より見やすくし
た。

⑶出欠アンケートをメーリングリストツールにし（らく
らく連絡網）、パソコン以外のスマホやガラ携のメー
ルにも対応できるようにした。

２．下半期活動計画
⑴現在らくらく連絡網の登録者「2017年12月末現
在」、99名中74名を80名にする。あと６名。他19
名の会員は登録不要希望会員、または長期欠席会員。

⑵らくらく連絡網の使われ方を例会出欠以外の1-3会や
SRG、おひさま食堂などの連絡にも使えるようにす
る。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ
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上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ
会員組織委員会

委員長　鈴木　憲一
１．上半期実績
　会員増強委員会のがんばりで３桁100人になりまし
たが、３人減り、現在は97人です。100人に出来れば
なと思います。その他委員会はとどこおりなく行われて
います。
　当委員会は、各委員会のがんばりで成り立っています
ので宜しくお願いします。

職業分類委員会
委員長　武田　　誠

１．上半期実績
⑴職業分類を実施しました。
⑵新会員の職業分類を決定しました。

２．下半期活動計画
⑴予定新会員の職業分類を粛々と実施したい。

会員選考委員会
委員長　水口　二良

１．上半期実績
　新会員候補として推薦された方たちにつき、審査選考
を行い、全員につき会員としてふさわしいと判断しまし
た。
　特に重視した判断基準は①ロ－タリアンとしての三大
義務を果たせる地位・環境と健康状態を有しているか②
奉仕と友情についての理解を持ち、各奉仕活動やロータ
リー財団・米山記念奨学会への寄付について積極的に参
加する意欲を持つことのできる人物か③地区やクラブの
集会・行事に参加する意欲を持つことができるかという
ものです。

２．下半期活動計画
①新会員候補として推薦された方について、上半期と同
様の基準に照らして会員としてふさわしいかどうかを
審査選考します。
②情報集会の適宜な方法・時期での開催をしたいと思い
ます。

会員増強委員会
委員長　川澄千亜紀

１．上半期実績
　上半期は96名スタートで10月には念願の100名達
成いたしましたが、その後退会者が数名あり、未達成と
なりました。

２．下半期活動計画
　今期目標の100名目指します。
　また、各委員会と連携し、退会防止に務めます。

ロータリー情報委員会
委員長　井澤　卓司

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テ

キストとして「今日からロータリアン」を白戸仲久直
前ガバナー事務所から入手して使用した。

②入会前オリエンテーションの実施
　対象会員：川﨑篤之　蔵持圭一　小瀧秀明　録田幸裕
③1-3会でのロータリー情報委員会についての講話

２．下半期活動計画
①新会員候補者へのオリエンテーションの実施
②1-3会でのサポート幹事の継続
③既存会員へのロータリー情報の提供

クラブ管理運営委員会
委員長　小路　　實

１．上半期実績
・各委員会は計画に基づき行われていました。
・当クラブの課題であります出席率向上について、例会
終了後の戦略計画会議にて議論しました。

２．下半期活動計画
・出席率向上目標に近づける様に努力します。
・創立45周年記念式典に向けて、各委員会の協力を要
請してまいります。

出席委員会
委員長　金原　和美

１．上半期実績
⑴例会の会務報告で出席率の発表を行いました。
⑵毎週、例会のプログラム案内、例会出席のお願いを会
員にメールで送付しました。

⑶出席率目標の80％は、残念ながら達成できませんで
した。

２．下半期活動計画
⑴例会の会務報告での出席率の発表を行います。
⑵プログラム案内、例会出席のお願いメール送付を継続
して行います。

⑶他の委員会と連携し、出席率を上げ、目標の80％の
達成を目指します。

⑷年間100％出席会員の表彰を行います。

親睦活動委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
⑴例会時のビジター・ゲストの受付と紹介、会場運営委
員会と協力してビジター席への案内、前年度会長・幹
事の綿引会員と米田会員に協力して頂き、ビジター席
でのおもてなしを行った。

⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶納涼家族例会・新年家族例会を企画し、たくさんの御
家族の皆様に、ご参加いただき開催することが出来
た。

⑷各月に会員の誕生祝いを準備し、出席委員会と協力し
て、該当する会員の方に、電話やメール等で連絡して
出席を促した。

２．下半期活動計画
⑴引きつづき例会時のビジター・ゲストの受付と紹介と

対応を行う。
⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶「創立45周年記念事業の実施」その他行事への対応。
⑷引きつづき誕生祝での会員の出席を促していく。

会場運営委員会
委員長　菊池　秀機

１．上半期実績
①出席数の想定をして、食事の無駄を無くした。
②委員会ごとのテーブルに着席（11月と12月に１回ず
つ）を実施。

　（水越会長⇒要望・保延ガバナー⇒推奨された件）
　（SAA及び、出席・プログラム委員会からの案内もあ
り、出席率↑の傾向）

③当クラブに相応しい明るく和やかな例会運営が出来
た。

２．下半期活動計画
①上半期同様の活動をする。
②テーブルの席分けについては下期も継続。
　委員会ごとの他に、クジでシャッフルする事も加えて
４回実施。

③当クラブ創立45周年記念式典に向けて例会を盛り上
げていく。

プログラム委員会
委員長　宇留野秀一

１．上半期実績
　今年度の事業計画方針に則り、例会に参加して良かっ
たと思えるよう、内容の充実と調整を図りました。
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各担当委員会と連携して外部講師による卓話の実施
④出席委員会と連携して、例会内容のメールによるアナ
ウンス

⑤ロータリーの時間を利用して、研究会等の報告会実施

２．下半期活動計画
　今年度のクラブ方針を再確認し、方針の実現に向け
て、会長・幹事と連携を図り、例会運営の充実を図って
参ります。
①引き続き出席率向上に向けて、例会の事前アナウンス
を出席委員会と協力して行っていく。

②先行したプログラム案作成を行い、会長・幹事をはじ
め、理事会・各委員会との調整をタイムリーに行い、
スムーズな例会運営ができるようにする。

③創立45周年記念式典に向けて、会員への情報伝達が
スムーズに行くように、必要に応じて例会でのアナウ
ンスの機会を設けていく。

④引き続き、例会に参加して良かったと思えるよう、適
度な厳しさとアットホームさを保った例会づくりを
行っていく。

広報委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
①FMぱるるん・茨城新聞で広報活動ができた。

②ホームページを活用し広報活動ができた。
③地域主催の行事に揃いのＴシャツを作成して個別では
有るが参加して広報活動ができた。

２．下半期活動計画
①FMぱるるんで放送されている「学童の帰宅時犯罪防
止CM」を社会奉仕委員会とともに継続していく。

②IT資料委員会と連携してホームページを活用しなが
ら広報していく。

③創立45周年記念事業及び式典のPRを行う。

会報委員会
委員長　岡村　太郎 

１．上半期実績
　前週の例会情報や卓話の内容を出来る限り詳細に伝え
ることを心がけ、やむを得ず欠席された会員、なかなか
例会に出られない会員、ビジター・ゲストの方々にも水
戸南RCの雰囲気を感じられる構成を心掛けました。
　また、例会以外にもおひさま食堂などの奉仕活動報
告、ゴルフや野球など親睦活動報告などを写真とともに
掲載し活発で楽しいクラブとして出席率の向上に寄与で
きるよう内容の充実を心掛けました。
　写真等の素材に関しましてはIT資料委員会との連携
により、水戸南RCの記録、財産として今後も活用でき
ると考えています。

２．下半期活動計画
　下半期につきましては、各種行事（新年家族例会・第
３分区IM・ミニバスケットボール大会・創立45周年記
念式典・地区大会等々）様々なイベントが残されていま
すので、週報への掲載とともに、記録として後世に引き
継いでいけるよう心掛けていきたいと考えています。
　また、同じ会報委員会メンバーでなかなか例会に出席
できない会員に声を掛けて、委員会活動に一緒に取り組
んでいってもらい、例会にも積極的に参加するよう働き
かけたいと思います。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１．上半期実績
⑴クラブホームページを刷新し、見やすく活用しやすく
した。

⑵ホームページのスマホ対応版作り、より見やすくし
た。

⑶出欠アンケートをメーリングリストツールにし（らく
らく連絡網）、パソコン以外のスマホやガラ携のメー
ルにも対応できるようにした。

２．下半期活動計画
⑴現在らくらく連絡網の登録者「2017年12月末現
在」、99名中74名を80名にする。あと６名。他19
名の会員は登録不要希望会員、または長期欠席会員。

⑵らくらく連絡網の使われ方を例会出欠以外の1-3会や
SRG、おひさま食堂などの連絡にも使えるようにす
る。
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会員組織委員会
委員長　鈴木　憲一

１．上半期実績
　会員増強委員会のがんばりで３桁100人になりまし
たが、３人減り、現在は97人です。100人に出来れば
なと思います。その他委員会はとどこおりなく行われて
います。
　当委員会は、各委員会のがんばりで成り立っています
ので宜しくお願いします。

職業分類委員会
委員長　武田　　誠

１．上半期実績
⑴職業分類を実施しました。
⑵新会員の職業分類を決定しました。

２．下半期活動計画
⑴予定新会員の職業分類を粛々と実施したい。

会員選考委員会
委員長　水口　二良

１．上半期実績
　新会員候補として推薦された方たちにつき、審査選考
を行い、全員につき会員としてふさわしいと判断しまし
た。
　特に重視した判断基準は①ロ－タリアンとしての三大
義務を果たせる地位・環境と健康状態を有しているか②
奉仕と友情についての理解を持ち、各奉仕活動やロータ
リー財団・米山記念奨学会への寄付について積極的に参
加する意欲を持つことのできる人物か③地区やクラブの
集会・行事に参加する意欲を持つことができるかという
ものです。

２．下半期活動計画
①新会員候補として推薦された方について、上半期と同
様の基準に照らして会員としてふさわしいかどうかを
審査選考します。

②情報集会の適宜な方法・時期での開催をしたいと思い
ます。

会員増強委員会
委員長　川澄千亜紀

１．上半期実績
　上半期は96名スタートで10月には念願の100名達
成いたしましたが、その後退会者が数名あり、未達成と
なりました。

２．下半期活動計画
　今期目標の100名目指します。
　また、各委員会と連携し、退会防止に務めます。

ロータリー情報委員会
委員長　井澤　卓司

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テ

キストとして「今日からロータリアン」を白戸仲久直
前ガバナー事務所から入手して使用した。

②入会前オリエンテーションの実施
　対象会員：川﨑篤之　蔵持圭一　小瀧秀明　録田幸裕
③1-3会でのロータリー情報委員会についての講話

２．下半期活動計画
①新会員候補者へのオリエンテーションの実施
②1-3会でのサポート幹事の継続
③既存会員へのロータリー情報の提供

クラブ管理運営委員会
委員長　小路　　實

１．上半期実績
・各委員会は計画に基づき行われていました。
・当クラブの課題であります出席率向上について、例会
終了後の戦略計画会議にて議論しました。

２．下半期活動計画
・出席率向上目標に近づける様に努力します。
・創立45周年記念式典に向けて、各委員会の協力を要
請してまいります。

出席委員会
委員長　金原　和美

１．上半期実績
⑴例会の会務報告で出席率の発表を行いました。
⑵毎週、例会のプログラム案内、例会出席のお願いを会
員にメールで送付しました。

⑶出席率目標の80％は、残念ながら達成できませんで
した。

２．下半期活動計画
⑴例会の会務報告での出席率の発表を行います。
⑵プログラム案内、例会出席のお願いメール送付を継続
して行います。

⑶他の委員会と連携し、出席率を上げ、目標の80％の
達成を目指します。

⑷年間100％出席会員の表彰を行います。

親睦活動委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
⑴例会時のビジター・ゲストの受付と紹介、会場運営委
員会と協力してビジター席への案内、前年度会長・幹
事の綿引会員と米田会員に協力して頂き、ビジター席
でのおもてなしを行った。

⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶納涼家族例会・新年家族例会を企画し、たくさんの御
家族の皆様に、ご参加いただき開催することが出来
た。

⑷各月に会員の誕生祝いを準備し、出席委員会と協力し
て、該当する会員の方に、電話やメール等で連絡して
出席を促した。

２．下半期活動計画
⑴引きつづき例会時のビジター・ゲストの受付と紹介と

対応を行う。
⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶「創立45周年記念事業の実施」その他行事への対応。
⑷引きつづき誕生祝での会員の出席を促していく。

会場運営委員会
委員長　菊池　秀機

１．上半期実績
①出席数の想定をして、食事の無駄を無くした。
②委員会ごとのテーブルに着席（11月と12月に１回ず
つ）を実施。
　（水越会長⇒要望・保延ガバナー⇒推奨された件）
　（SAA及び、出席・プログラム委員会からの案内もあ
り、出席率↑の傾向）
③当クラブに相応しい明るく和やかな例会運営が出来
た。

２．下半期活動計画
①上半期同様の活動をする。
②テーブルの席分けについては下期も継続。
　委員会ごとの他に、クジでシャッフルする事も加えて
４回実施。
③当クラブ創立45周年記念式典に向けて例会を盛り上
げていく。

プログラム委員会
委員長　宇留野秀一

１．上半期実績
　今年度の事業計画方針に則り、例会に参加して良かっ
たと思えるよう、内容の充実と調整を図りました。
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各担当委員会と連携して外部講師による卓話の実施
④出席委員会と連携して、例会内容のメールによるアナ
ウンス
⑤ロータリーの時間を利用して、研究会等の報告会実施

２．下半期活動計画
　今年度のクラブ方針を再確認し、方針の実現に向け
て、会長・幹事と連携を図り、例会運営の充実を図って
参ります。
①引き続き出席率向上に向けて、例会の事前アナウンス
を出席委員会と協力して行っていく。
②先行したプログラム案作成を行い、会長・幹事をはじ
め、理事会・各委員会との調整をタイムリーに行い、
スムーズな例会運営ができるようにする。
③創立45周年記念式典に向けて、会員への情報伝達が
スムーズに行くように、必要に応じて例会でのアナウ
ンスの機会を設けていく。
④引き続き、例会に参加して良かったと思えるよう、適
度な厳しさとアットホームさを保った例会づくりを
行っていく。

広報委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
①FMぱるるん・茨城新聞で広報活動ができた。

②ホームページを活用し広報活動ができた。
③地域主催の行事に揃いのＴシャツを作成して個別では
有るが参加して広報活動ができた。

２．下半期活動計画
①FMぱるるんで放送されている「学童の帰宅時犯罪防
止CM」を社会奉仕委員会とともに継続していく。

②IT資料委員会と連携してホームページを活用しなが
ら広報していく。

③創立45周年記念事業及び式典のPRを行う。

会報委員会
委員長　岡村　太郎 

１．上半期実績
　前週の例会情報や卓話の内容を出来る限り詳細に伝え
ることを心がけ、やむを得ず欠席された会員、なかなか
例会に出られない会員、ビジター・ゲストの方々にも水
戸南RCの雰囲気を感じられる構成を心掛けました。
　また、例会以外にもおひさま食堂などの奉仕活動報
告、ゴルフや野球など親睦活動報告などを写真とともに
掲載し活発で楽しいクラブとして出席率の向上に寄与で
きるよう内容の充実を心掛けました。
　写真等の素材に関しましてはIT資料委員会との連携
により、水戸南RCの記録、財産として今後も活用でき
ると考えています。

２．下半期活動計画
　下半期につきましては、各種行事（新年家族例会・第
３分区IM・ミニバスケットボール大会・創立45周年記
念式典・地区大会等々）様々なイベントが残されていま
すので、週報への掲載とともに、記録として後世に引き
継いでいけるよう心掛けていきたいと考えています。
　また、同じ会報委員会メンバーでなかなか例会に出席
できない会員に声を掛けて、委員会活動に一緒に取り組
んでいってもらい、例会にも積極的に参加するよう働き
かけたいと思います。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１．上半期実績
⑴クラブホームページを刷新し、見やすく活用しやすく
した。

⑵ホームページのスマホ対応版作り、より見やすくし
た。

⑶出欠アンケートをメーリングリストツールにし（らく
らく連絡網）、パソコン以外のスマホやガラ携のメー
ルにも対応できるようにした。

２．下半期活動計画
⑴現在らくらく連絡網の登録者「2017年12月末現
在」、99名中74名を80名にする。あと６名。他19
名の会員は登録不要希望会員、または長期欠席会員。

⑵らくらく連絡網の使われ方を例会出欠以外の1-3会や
SRG、おひさま食堂などの連絡にも使えるようにす
る。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ
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上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ
会員組織委員会

委員長　鈴木　憲一
１．上半期実績
　会員増強委員会のがんばりで３桁100人になりまし
たが、３人減り、現在は97人です。100人に出来れば
なと思います。その他委員会はとどこおりなく行われて
います。
　当委員会は、各委員会のがんばりで成り立っています
ので宜しくお願いします。

職業分類委員会
委員長　武田　　誠

１．上半期実績
⑴職業分類を実施しました。
⑵新会員の職業分類を決定しました。

２．下半期活動計画
⑴予定新会員の職業分類を粛々と実施したい。

会員選考委員会
委員長　水口　二良

１．上半期実績
　新会員候補として推薦された方たちにつき、審査選考
を行い、全員につき会員としてふさわしいと判断しまし
た。
　特に重視した判断基準は①ロ－タリアンとしての三大
義務を果たせる地位・環境と健康状態を有しているか②
奉仕と友情についての理解を持ち、各奉仕活動やロータ
リー財団・米山記念奨学会への寄付について積極的に参
加する意欲を持つことのできる人物か③地区やクラブの
集会・行事に参加する意欲を持つことができるかという
ものです。

２．下半期活動計画
①新会員候補として推薦された方について、上半期と同
様の基準に照らして会員としてふさわしいかどうかを
審査選考します。

②情報集会の適宜な方法・時期での開催をしたいと思い
ます。

会員増強委員会
委員長　川澄千亜紀

１．上半期実績
　上半期は96名スタートで10月には念願の100名達
成いたしましたが、その後退会者が数名あり、未達成と
なりました。

２．下半期活動計画
　今期目標の100名目指します。
　また、各委員会と連携し、退会防止に務めます。

ロータリー情報委員会
委員長　井澤　卓司

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テ

キストとして「今日からロータリアン」を白戸仲久直
前ガバナー事務所から入手して使用した。

②入会前オリエンテーションの実施
　対象会員：川﨑篤之　蔵持圭一　小瀧秀明　録田幸裕
③1-3会でのロータリー情報委員会についての講話

２．下半期活動計画
①新会員候補者へのオリエンテーションの実施
②1-3会でのサポート幹事の継続
③既存会員へのロータリー情報の提供

クラブ管理運営委員会
委員長　小路　　實

１．上半期実績
・各委員会は計画に基づき行われていました。
・当クラブの課題であります出席率向上について、例会
終了後の戦略計画会議にて議論しました。

２．下半期活動計画
・出席率向上目標に近づける様に努力します。
・創立45周年記念式典に向けて、各委員会の協力を要
請してまいります。

出席委員会
委員長　金原　和美

１．上半期実績
⑴例会の会務報告で出席率の発表を行いました。
⑵毎週、例会のプログラム案内、例会出席のお願いを会
員にメールで送付しました。

⑶出席率目標の80％は、残念ながら達成できませんで
した。

２．下半期活動計画
⑴例会の会務報告での出席率の発表を行います。
⑵プログラム案内、例会出席のお願いメール送付を継続
して行います。

⑶他の委員会と連携し、出席率を上げ、目標の80％の
達成を目指します。

⑷年間100％出席会員の表彰を行います。

親睦活動委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
⑴例会時のビジター・ゲストの受付と紹介、会場運営委
員会と協力してビジター席への案内、前年度会長・幹
事の綿引会員と米田会員に協力して頂き、ビジター席
でのおもてなしを行った。

⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶納涼家族例会・新年家族例会を企画し、たくさんの御
家族の皆様に、ご参加いただき開催することが出来
た。

⑷各月に会員の誕生祝いを準備し、出席委員会と協力し
て、該当する会員の方に、電話やメール等で連絡して
出席を促した。

２．下半期活動計画
⑴引きつづき例会時のビジター・ゲストの受付と紹介と

対応を行う。
⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶「創立45周年記念事業の実施」その他行事への対応。
⑷引きつづき誕生祝での会員の出席を促していく。

会場運営委員会
委員長　菊池　秀機

１．上半期実績
①出席数の想定をして、食事の無駄を無くした。
②委員会ごとのテーブルに着席（11月と12月に１回ず
つ）を実施。
　（水越会長⇒要望・保延ガバナー⇒推奨された件）
　（SAA及び、出席・プログラム委員会からの案内もあ
り、出席率↑の傾向）
③当クラブに相応しい明るく和やかな例会運営が出来
た。

２．下半期活動計画
①上半期同様の活動をする。
②テーブルの席分けについては下期も継続。
　委員会ごとの他に、クジでシャッフルする事も加えて
４回実施。
③当クラブ創立45周年記念式典に向けて例会を盛り上
げていく。

プログラム委員会
委員長　宇留野秀一

１．上半期実績
　今年度の事業計画方針に則り、例会に参加して良かっ
たと思えるよう、内容の充実と調整を図りました。
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各担当委員会と連携して外部講師による卓話の実施
④出席委員会と連携して、例会内容のメールによるアナ
ウンス
⑤ロータリーの時間を利用して、研究会等の報告会実施

２．下半期活動計画
　今年度のクラブ方針を再確認し、方針の実現に向け
て、会長・幹事と連携を図り、例会運営の充実を図って
参ります。
①引き続き出席率向上に向けて、例会の事前アナウンス
を出席委員会と協力して行っていく。
②先行したプログラム案作成を行い、会長・幹事をはじ
め、理事会・各委員会との調整をタイムリーに行い、
スムーズな例会運営ができるようにする。
③創立45周年記念式典に向けて、会員への情報伝達が
スムーズに行くように、必要に応じて例会でのアナウ
ンスの機会を設けていく。
④引き続き、例会に参加して良かったと思えるよう、適
度な厳しさとアットホームさを保った例会づくりを
行っていく。

広報委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
①FMぱるるん・茨城新聞で広報活動ができた。

②ホームページを活用し広報活動ができた。
③地域主催の行事に揃いのＴシャツを作成して個別では
有るが参加して広報活動ができた。

２．下半期活動計画
①FMぱるるんで放送されている「学童の帰宅時犯罪防
止CM」を社会奉仕委員会とともに継続していく。

②IT資料委員会と連携してホームページを活用しなが
ら広報していく。

③創立45周年記念事業及び式典のPRを行う。

会報委員会
委員長　岡村　太郎 

１．上半期実績
　前週の例会情報や卓話の内容を出来る限り詳細に伝え
ることを心がけ、やむを得ず欠席された会員、なかなか
例会に出られない会員、ビジター・ゲストの方々にも水
戸南RCの雰囲気を感じられる構成を心掛けました。
　また、例会以外にもおひさま食堂などの奉仕活動報
告、ゴルフや野球など親睦活動報告などを写真とともに
掲載し活発で楽しいクラブとして出席率の向上に寄与で
きるよう内容の充実を心掛けました。
　写真等の素材に関しましてはIT資料委員会との連携
により、水戸南RCの記録、財産として今後も活用でき
ると考えています。

２．下半期活動計画
　下半期につきましては、各種行事（新年家族例会・第
３分区IM・ミニバスケットボール大会・創立45周年記
念式典・地区大会等々）様々なイベントが残されていま
すので、週報への掲載とともに、記録として後世に引き
継いでいけるよう心掛けていきたいと考えています。
　また、同じ会報委員会メンバーでなかなか例会に出席
できない会員に声を掛けて、委員会活動に一緒に取り組
んでいってもらい、例会にも積極的に参加するよう働き
かけたいと思います。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１．上半期実績
⑴クラブホームページを刷新し、見やすく活用しやすく
した。

⑵ホームページのスマホ対応版作り、より見やすくし
た。

⑶出欠アンケートをメーリングリストツールにし（らく
らく連絡網）、パソコン以外のスマホやガラ携のメー
ルにも対応できるようにした。

２．下半期活動計画
⑴現在らくらく連絡網の登録者「2017年12月末現
在」、99名中74名を80名にする。あと６名。他19
名の会員は登録不要希望会員、または長期欠席会員。

⑵らくらく連絡網の使われ方を例会出欠以外の1-3会や
SRG、おひさま食堂などの連絡にも使えるようにす
る。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ
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上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ



雑誌の時間　小川雑誌副委員長
「職業奉仕について考える」（p.８～11）の紹介

卓話「職業奉仕月間に因んで」木村薫地区職業奉仕総括委員長（水戸東RC）
職業奉仕月間について、分かりやすくご説明頂きました。今月のガバナー月信（p.３）にお話し頂きました内容
が掲載されています。

マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達　井澤卓司会員

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

職業奉仕月間

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

2017-2018年度下期会費請求書について
１月12日付下期請求書は、創立45周年記念式典会費が抜
けておりましたので破棄して頂き、１月19日の下期請求
（¥135,000）にてお振込みください。

１

髙橋賢吾ガバナーエレクト事務所よりのご案内
・地区チーム研修セミナー

日　時：３月３日㈯
場　所：水戸プラザホテル
出席者：次年度地区委員

・クラブ会長エレクト研修セミナー
日　時：３月24日㈯～25日㈰
場　所：水戸プラザホテル
出席者：鈴木憲一会長エレクト、
　　　　次年度地区委員関係者

・地区研修・協議会
日　時：４月29日（日・祝）
場　所：水戸プラザホテル
出席者：次年度理事・役員、次年度地区委員

直近の例会・会合スケジュール
・１月27日㈯　　おひさま食堂　8:30～

於 赤塚市民センター
・１月29日㈪　　定例理事会　18:30～

於 ビオ・ハーヴェスト・和ダイニング
・２月２日㈮　　例会　12:30～

於 水戸プラザホテル
・２月９日㈮　　例会　12:30～

於 水戸プラザホテル
・２月12日（月・祝）　水戸南RC杯ミニバスケットボール大会

8:00～　於 水戸市見川総合体育館
　第３分区IM　13:30～
於 笠間稲荷神社　稲光閣

※「第３分区IM」を欠席される会員は、例会変更
ですので、他会合でメークアップをお願い致し
ます。

・２月14日㈬　　1-3奉仕研究会　18:30～
於 天天

次回例会日程
日　時：２月２日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：クラブ協議会
　　　　「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ」

２

３

４

国産テール肉コンフィのパネとカレー・ライス
春野菜を添えて

季節のサラダ　　コーヒー

会食メニュー

■財団BOX（１月19日（金）扱）
大金　誠会員……財団の友献金（第７回）

$100　11,400円（累計$6,700）

この計　　　１件　　　$100　　　11,400円

前　週訂正出席率71.74％
前々週訂正出席率72.63％97名 48名 49名 52.17％１月第３例会（1月19日）

出席状況

木村　薫地区職業奉仕総括委員長（水戸東RC）
　　　　　　……

水越光男会員……

小川啓子会員……

河野正政会員……
佐藤　衛会員……
市毛純一会員……
大金　誠会員……
井澤卓司会員……

小路　實会員……

奈良早苗会員……

原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…

神代学光会員……

石井浩一会員……

石川啓司会員……

島根昌明会員……

■ニコニコBOX（１月19日（金）扱）

この計　　　17件　　　80,000円

■会員メークアップ
11/28　日立RC　　　川﨑篤之
　1 /17　水戸西RC　　市毛純一
　1 /19　北海道2500REC　　人見光一

■米山BOX（１月19日（金）扱）
佐藤　衛会員……米山功労者献金（第２～６回）

50,000円（累計2,060,000円）
大金　誠会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 740,000円）
中川勝義会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計 300,000円）

この計　　　３件　　　70,000円

①本日卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致し
ます。
②１月は職業奉仕月間です。会員の皆様、職業奉
仕を実践しましょう。
地区職業奉仕総括委員長の木村薫様、本日の卓話
宜しくお願いします。
今日、下期分の年会費を支払いしました。前回よ
り１万円多くなっていてビックリでした。仕事頑
張ろう! !
今年も宜しくお願い致します。
元気で頑張っています。今年も宜しくお願いします。
遅くなりましたが本年も宜しくお願い致します。
義父の葬儀に際し、お世話になりました。
地区職業奉仕総括委員長の木村薫様、卓話宜しく
お願い致します。
新年家族例会にて親睦活動委員会の皆様、有難う
ございました。水越会長、兼子幹事、後半頑張っ
て下さい。
今年初めて例会に出席いたします。後期改めまし
て宜しくお願い致します。
ニコニコで居たいです。
12月26日に初孫が生まれました。かわいくてデ
レデレしています。
まだまだ寒い日が続きます。皆様お体にお気をつ
け下さい。
地区職業奉仕総括委員長の木村薫様、本日の卓話
宜しくお願いします。
26日から48名の日本人ロータリアンと共にイン
ドの首都デリーに向かいポリオワクチン投与の
為、スラム街を廻ってきます。
皆様ニコニコBOX献金を宜しくお願い致します。

１月第４例会プログラム
2018年１月26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 篠原　勉会員
 5. 親睦の時間「１月誕生祝」 親睦活動委員会

 ８日 一毛裕之　　 ９日 川﨑篤之
10日 石井浩一　　18日 大原康宏
28日 中川勝義　　29日 笹館康男

 6. 会　食
 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. クラブ協議会
「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ」
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広報　⑫会報
⑬IT資料

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

１月第３例会 １月19日（金）
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地区職業奉仕総括委員長　木村　薫 氏（水戸東RC）■ゲスト

水戸RC　横須賀満夫会員■ビジター


