
６月の第１例会はクジ引きによる席順にお座り頂きました。

ロータリーの時間
水越光男会長

米山功労者感謝状伝達
中本邦彦会員（第５回）

卓話「５月青少年奉仕月間に因んで」
茨城県立友部特別支援学校　教頭　加固友衛氏

特別支援教育研修会｢友五郎塾｣は、発達障害者当事者、又は関係者からの体験談を
聞くことで発達障害者への理解を促進し、共生社会の形成を推進することを目的
としています。
今年度は、エッセイ漫画｢うちの子は字が書けない｣（筑波大学教授　宇野彰先生監
修）を出版された漫画家の千葉リョウコさんをお招きします。千葉さんは「発達性
読み書き障害」と診断された、現在高校３年生の息子さんを育てています。｢親も先
生も気付きにくい障害｣と言われる｢発達性読み書き障害｣について一人でも多く
の方に知っていただけたらと思います。
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ロータリー親睦活動月間
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 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

６月第２例会プログラム
2018年６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. 第３分区ガバナー補佐新旧引継ご挨拶

　大金　誠ガバナー補佐（水戸南RC)
　川上美智子次年度ガバナー補佐（水戸好文RC）

 5. 米山奨学金授与 ウェイケ・イケンナ スティーブさん
 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. クラブ協議会「下半期事業実績報告（Ⅰ）」

会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、
親睦活動、会場運営、広報、会報、IT資料、雑誌

11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

６月５日㈫ 2018-2019年度合同家庭集会（IT資
料・雑誌委員会）参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　 （８名）
粂田信行、斎藤孝夫、佐藤昌樹、奈良早苗、
久保田規子、櫻井盛二、鈴木憲一、川﨑紀子

第３回臨時理事会が開催されました。
日　時：６月８日㈮　12:00～
場　所：水戸プラザホテル　例会場
出席者：理事、役員、オブザーバー

会員動静
小瀧秀明会員、松本幸雄会員が５月28日付で退会
致しました。現在の会員数は95名となりました。

地区会員増強セミナーが開催されます。
日　時：６月10日㈰　9:30～15:00
場　所：水戸プラザホテル
出席者：鈴木憲一会長エレクト、川﨑紀子副幹事
　　　　外 地区関係者

ニコニコBOX委員会より
ニコニコBOXの献金は最終例会６月29日㈮までと
致します。目標金額に達しておりませんのでご協力
お願い致します。

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…６月18日㈪⇒６月17日㈰
水戸さくらRC…於 五浦観光ホテル（宿泊例会の為）

次回例会日程
日　時：６月15日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：６月誕生祝い

クラブ協議会「2017-2018年度事業実績報告（Ⅱ）」
プログラム、奉仕プロジェクト、職業奉仕、
社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計
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前　週訂正出席率66.67％
前々週訂正出席率74.74％95名 53名 42名 60.23％６月第１例会（６月１日）

出席状況

茨城県立友部特別支援学校教頭　　　　加固友衛 氏
茨城県立友部特別支援学校支援部
　特別支援教育コーディネーター教諭　岡田陽子 氏

■ゲスト

水戸東RC　加治木博文会員■ビジター

佐藤　衛会員……
水越光男会員……
二川隆司会員……
軍司由佳会員……

谷島孝明会員……

久保田規子会員…

根本 次会員……

米田英雄会員……

鈴木憲一会員……
川﨑紀子会員……
宇留野秀一会員…

原口一吉会員……
神代学光会員……

石川啓司会員……

郡司恵一郎会員…

■財団BOX（６月１日（金）扱）
佐藤　衛会員……ポール・ハリス・フェロー献金（第８～10、１～７回）

$1,000　110,000円（累計$22,700）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第４回）

$100　 11,000円（累計$14,400）
笹館康男会員……財団の友献金（第２回）

$100　 11,000円（累計$12,200）
松本隆史会員……財団の友献金（第６回）

$100　 11,000円（累計 $5,600）
斎藤孝夫会員……財団の友献金（第７回）

$100　 11,000円（累計 $4,700）
宇留野秀一会員…財団の友献金（第８回）

$100　 11,000円（累計 $800）

この計　　　６件　　　$1,500　　　165,000円

■ニコニコBOX（６月１日（金）扱）

この計　　　15件　　　107,000円

タイ中古自動車の整備が終わりました。
加固先生、岡田先生卓話宜しくお願いします。
出前授業お疲れ様でした。
５月29日の出前授業では皆様のご協力有難うご
ざいました。千波小学校の子供達の目がキラキラ
していました。
皆様、暑くなってきましたのでお体ご自愛下さ
い。
水戸市内６RC親睦野球大会お疲れ様でした。ス
イカ有難うございました。
水戸市内６RC親睦野球大会では会長、幹事、応
援していただいた皆様、選手の皆様お疲れ様でし
た。神代会員のMVPおめでとうございます。
水越会長、兼子幹事地区大会、出前授業お疲れ様
でした。もう少しですね。
来週は休みです。
母が亡き父と同じ叙勲を頂きました。
今年度もあと１ヶ月ですね。皆さんの例会運営の
ご協力有難うございます。
健康に感謝します。
先日の水戸市内６RC親睦野球大会では大変お世
話になりました。有難うございました。
先週の地区大会では２泊３日でつくば市に宿泊し
ましたが、今週も新旧合同地区国際奉仕委員会で
明日、筑波山江戸屋に泊まります。
５月25日の会員増強委員会新旧合同家庭集会の
おつりです。

■米山BOX（６月１日（金）扱）
佐藤　衛会員……米山功労者献金（第７～10、１回）

50,000円（累計2,110,000円）
市毛純一会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計 700,000円）
笹館康男会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 660,000円）
根本 次会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 290,000円）
髙橋伸之会員……準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）

この計　　　５件　　　90,000円

■会員メークアップ
５/19　地区ロータリー財団委員会　　宇留野秀一
５/25　友好地区歓迎夕食会　　　　　石川啓司
５/26　会長幹事会・地区指導者育成セミナー

長谷川國雄　 大金　誠　　 井澤卓司
石川啓司　　 水越光男　　 兼子充裕

５/29　東京ピースウィングREC　　　武田　誠
５/30　会員増強セミナー準備会

井澤卓司　　 篠原　勉　　 石井浩一

６月第１例会　６月１日（金）
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会員組織委員会
委員長　鈴木　憲一

　職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報の
各委員会は適切に行われ委員会の方々有難うございま
した。会員増強では、100名になりましたが退会者が
出て未達成になりました。

職業分類委員会
委員長　 武田　　誠

1．職業分類調査を実施しました。
2．新会員の職業分類を決定致しました。

会員選考委員会 
委員長　水口　二良

　本年度入会の各会員について、推薦を受けた後、そ
の職業・経歴や地域における評価などを総合的に考察
した結果、ロータリアンとしての資質や水戸南ロータ
リークラブ会員としての適格性について何らの問題も
ないと判断し、その旨を理事会に報告しました。

会員増強委員会 
委員長　川澄千亜紀

　純増－１名　年度末会員数95名
（入会者４名）
2017年９月１日　川﨑篤之会員
2017年９月１日　蔵持圭一会員　
2017年９月１日　小瀧秀明会員
2017年10月27日　録田幸裕会員

（退会者５名）
金澤一史会員、竹内秀雄会員、蔀　英二会員
小瀧秀明会員、松本幸雄会員

　一度目標の100名を達成しましたが、退会者があ
り、純増－１名となってしまいました。

ロータリー情報委員会
委員長　井澤　卓司

１．入会前オリエンテーションの実施
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。

対象会員：川﨑篤之　蔵持圭一　小瀧秀明
　　　　　録田幸裕

２．1-3奉仕研究会で、サポート幹事を務め、会長・
幹事に協力して、ロータリーへの理解と既存会員
との交流を深め、水戸南RCへの帰属意識を高め
た。

クラブ管理運営委員会 
委員長　小路　　實

・クラブ管理運営委員会は、８委員会により直接、例
会運営をしております。
・例会を魅力的で、楽しいものにして行くかを会員に
情報提供し、親睦を深めて行くことを目指しまし
た。
・課題としては「出席」に対する認識を一人一人が自
覚する事こそが「奉仕の原点」と考え、働きかけを
してまいりました。

出席委員会
委員長　金原　和美

１．多くの会員に例会に出席していただけるよう、他
の委員会と連携して出席率の向上を図り、会員同
士で有意義な交流ができるよう心がけ、信頼関係
と出席意識の向上を目指しました。
今年度は出席率80％を目標に取り組みました
が、目標に対し未達の結果になってしまいまし
た。

２．1-3奉仕研究会、おひさま食堂実行委員会、およ
び他委員会との連携をしました。

３．年間100％出席会員の表彰を実施。
今年度は、34名の年間100％出席者を表彰する
ことができました。

４．プログラム委員会と連携し、毎週、例会のプログ
ラム内容のお知らせ、出席依頼のメールを送信し
ました。また今年度からのスマートフォンを利用
してのインターネットメークアップ案内を積極的
に行いました。

　１年間を通じて感じましたことは、出席率の良い会
員と、例会にほとんど出席いただけない会員の出席率
の格差が激しく、出席率の低い会員は退会につながっ
てしまうという現実がありました。
　例会に出席いただけない会員に対し、いかに魅力あ
る例会にし、例会以外での有意義なロータリー活動に
参加していただけるよう、いかに働きかけていくのか
が今後の課題と思います。
　みなさま１年間のご協力ありがとうございました。

親睦活動委員会
委員長　米川　幸喜

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。
⑸「創立45周年記念式典」での親睦活動委員会が担当
した祝宴の対応。
　以上、会員のみなさま、親睦活動委員会メンバーの
みなさま、また関係委員会のみなさま、１年間親睦活
動委員会にご協力ありがとうございました。

会場運営委員会
委員長　菊池　秀機

①当クラブに相応しい明るく和やかな例会運営を心掛
けた。
②出席数を想定して、食事のムダを無くした。
③着席を委員会ごと（上半期２回）・ABCクジ（下半
期３回）で指定する試みを実施した。
（水越会長が要望され、保延ガバナーも推奨された件）
（委員会ごとは人数把握が困難の為、難しかった。）

広報委員会
委員長　赤岩　賢二

　地域のメディアと連携して広報活動ができました。
　又、クラブの代表の方々にFMぱるるんに出演して
頂き奉仕活動等を中心にクラブの広報活動ができまし
た。
　地域主催の行事に揃いのTシャツを作成して個別で
は有りますが参加して広報活動ができました。
　１年間ご協力頂き誠に有り難う御座いました。

会報委員会
委員長　岡村　太郎

　今年度の事業計画に則り、週報による情報発信と記
録保存の充実に努めました。

　多くの写真を掲載し、より身近にクラブの雰囲気や
奉仕活動の様子を実感してもらえるよう心掛けまし
た。
掲載内容
・通常例会、家族例会、ガバナー公式訪問、地区大会
の掲載
・奉仕活動（おひさま食堂、出前授業、ミニバスケッ
トボール大会）
・卓話原稿
・クラブ活動（SRG、野球部）
　今年度撮影した写真は水戸南RCの共有財産として
データの保存と管理を徹底し、会員増強ツールや記念
誌発行の素材として利用するフレームを作成していく
必要性を感じました。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

⑴クラブホームページを刷新し、見やすく活用されや
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らくらく
連絡網にし、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。
⑷Ｅクラブを推奨し、利用しやすくした。

雑誌委員会
委員長　深谷　　智

・月１回例会において「ロータリーの友」のおすすめ
記事を紹介した。
・雑誌月間に卓話をした。
・「ロータリーの友」への掲載に努めた。
・ロータリアンの三大義務の一つである「ロータリー
の友」の購読を一人一人に認識いただくよう年３回
例会時に声掛けし、同時にロータリークラブに対す
る誇りと見識、理解を深めていくきっかけを提供し
た。
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サクサクサラダ
翡翠仕立てのトロミスープ

細切りポークのオイスターソース炒め
ぷりぷり海老と卵のチリソース

白飯・ザーサイ
フルーツ杏仁

会食メニュー

会員組織委員会
委員長　鈴木　憲一

　職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報の
各委員会は適切に行われ委員会の方々有難うございま
した。会員増強では、100名になりましたが退会者が
出て未達成になりました。

職業分類委員会
委員長　 武田　　誠

1．職業分類調査を実施しました。
2．新会員の職業分類を決定致しました。

会員選考委員会 
委員長　水口　二良

　本年度入会の各会員について、推薦を受けた後、そ
の職業・経歴や地域における評価などを総合的に考察
した結果、ロータリアンとしての資質や水戸南ロータ
リークラブ会員としての適格性について何らの問題も
ないと判断し、その旨を理事会に報告しました。

会員増強委員会 
委員長　川澄千亜紀

　純増－１名　年度末会員数95名
（入会者４名）
2017年９月１日　川﨑篤之会員
2017年９月１日　蔵持圭一会員　
2017年９月１日　小瀧秀明会員
2017年10月27日　録田幸裕会員

（退会者５名）
金澤一史会員、竹内秀雄会員、蔀　英二会員
小瀧秀明会員、松本幸雄会員

　一度目標の100名を達成しましたが、退会者があ
り、純増－１名となってしまいました。

ロータリー情報委員会
委員長　井澤　卓司

１．入会前オリエンテーションの実施
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。

対象会員：川﨑篤之　蔵持圭一　小瀧秀明
　　　　　録田幸裕

２．1-3奉仕研究会で、サポート幹事を務め、会長・
幹事に協力して、ロータリーへの理解と既存会員
との交流を深め、水戸南RCへの帰属意識を高め
た。

クラブ管理運営委員会 
委員長　小路　　實

・クラブ管理運営委員会は、８委員会により直接、例
会運営をしております。
・例会を魅力的で、楽しいものにして行くかを会員に
情報提供し、親睦を深めて行くことを目指しまし
た。
・課題としては「出席」に対する認識を一人一人が自
覚する事こそが「奉仕の原点」と考え、働きかけを
してまいりました。

出席委員会
委員長　金原　和美

１．多くの会員に例会に出席していただけるよう、他
の委員会と連携して出席率の向上を図り、会員同
士で有意義な交流ができるよう心がけ、信頼関係
と出席意識の向上を目指しました。
今年度は出席率80％を目標に取り組みました
が、目標に対し未達の結果になってしまいまし
た。

２．1-3奉仕研究会、おひさま食堂実行委員会、およ
び他委員会との連携をしました。

３．年間100％出席会員の表彰を実施。
今年度は、34名の年間100％出席者を表彰する
ことができました。

４．プログラム委員会と連携し、毎週、例会のプログ
ラム内容のお知らせ、出席依頼のメールを送信し
ました。また今年度からのスマートフォンを利用
してのインターネットメークアップ案内を積極的
に行いました。

　１年間を通じて感じましたことは、出席率の良い会
員と、例会にほとんど出席いただけない会員の出席率
の格差が激しく、出席率の低い会員は退会につながっ
てしまうという現実がありました。
　例会に出席いただけない会員に対し、いかに魅力あ
る例会にし、例会以外での有意義なロータリー活動に
参加していただけるよう、いかに働きかけていくのか
が今後の課題と思います。
　みなさま１年間のご協力ありがとうございました。

親睦活動委員会
委員長　米川　幸喜

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。
⑸「創立45周年記念式典」での親睦活動委員会が担当
した祝宴の対応。
　以上、会員のみなさま、親睦活動委員会メンバーの
みなさま、また関係委員会のみなさま、１年間親睦活
動委員会にご協力ありがとうございました。

会場運営委員会
委員長　菊池　秀機

①当クラブに相応しい明るく和やかな例会運営を心掛
けた。
②出席数を想定して、食事のムダを無くした。
③着席を委員会ごと（上半期２回）・ABCクジ（下半
期３回）で指定する試みを実施した。
（水越会長が要望され、保延ガバナーも推奨された件）
（委員会ごとは人数把握が困難の為、難しかった。）

広報委員会
委員長　赤岩　賢二

　地域のメディアと連携して広報活動ができました。
　又、クラブの代表の方々にFMぱるるんに出演して
頂き奉仕活動等を中心にクラブの広報活動ができまし
た。
　地域主催の行事に揃いのTシャツを作成して個別で
は有りますが参加して広報活動ができました。
　１年間ご協力頂き誠に有り難う御座いました。

会報委員会
委員長　岡村　太郎

　今年度の事業計画に則り、週報による情報発信と記
録保存の充実に努めました。

　多くの写真を掲載し、より身近にクラブの雰囲気や
奉仕活動の様子を実感してもらえるよう心掛けまし
た。
掲載内容
・通常例会、家族例会、ガバナー公式訪問、地区大会
の掲載
・奉仕活動（おひさま食堂、出前授業、ミニバスケッ
トボール大会）
・卓話原稿
・クラブ活動（SRG、野球部）
　今年度撮影した写真は水戸南RCの共有財産として
データの保存と管理を徹底し、会員増強ツールや記念
誌発行の素材として利用するフレームを作成していく
必要性を感じました。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

⑴クラブホームページを刷新し、見やすく活用されや
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らくらく
連絡網にし、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。
⑷Ｅクラブを推奨し、利用しやすくした。

雑誌委員会
委員長　深谷　　智

・月１回例会において「ロータリーの友」のおすすめ
記事を紹介した。
・雑誌月間に卓話をした。
・「ロータリーの友」への掲載に努めた。
・ロータリアンの三大義務の一つである「ロータリー
の友」の購読を一人一人に認識いただくよう年３回
例会時に声掛けし、同時にロータリークラブに対す
る誇りと見識、理解を深めていくきっかけを提供し
た。
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会員組織委員会
委員長　鈴木　憲一

　職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報の
各委員会は適切に行われ委員会の方々有難うございま
した。会員増強では、100名になりましたが退会者が
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　本年度入会の各会員について、推薦を受けた後、そ
の職業・経歴や地域における評価などを総合的に考察
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リークラブ会員としての適格性について何らの問題も
ないと判断し、その旨を理事会に報告しました。

会員増強委員会 
委員長　川澄千亜紀

　純増－１名　年度末会員数95名
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（退会者５名）
金澤一史会員、竹内秀雄会員、蔀　英二会員
小瀧秀明会員、松本幸雄会員
　一度目標の100名を達成しましたが、退会者があ
り、純増－１名となってしまいました。

ロータリー情報委員会
委員長　井澤　卓司

１．入会前オリエンテーションの実施
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。

対象会員：川﨑篤之　蔵持圭一　小瀧秀明
　　　　　録田幸裕

２．1-3奉仕研究会で、サポート幹事を務め、会長・
幹事に協力して、ロータリーへの理解と既存会員
との交流を深め、水戸南RCへの帰属意識を高め
た。
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委員長　小路　　實

・クラブ管理運営委員会は、８委員会により直接、例
会運営をしております。
・例会を魅力的で、楽しいものにして行くかを会員に
情報提供し、親睦を深めて行くことを目指しまし
た。
・課題としては「出席」に対する認識を一人一人が自
覚する事こそが「奉仕の原点」と考え、働きかけを
してまいりました。

出席委員会
委員長　金原　和美

１．多くの会員に例会に出席していただけるよう、他
の委員会と連携して出席率の向上を図り、会員同
士で有意義な交流ができるよう心がけ、信頼関係
と出席意識の向上を目指しました。
今年度は出席率80％を目標に取り組みました
が、目標に対し未達の結果になってしまいまし
た。

２．1-3奉仕研究会、おひさま食堂実行委員会、およ
び他委員会との連携をしました。

３．年間100％出席会員の表彰を実施。
今年度は、34名の年間100％出席者を表彰する
ことができました。

４．プログラム委員会と連携し、毎週、例会のプログ
ラム内容のお知らせ、出席依頼のメールを送信し
ました。また今年度からのスマートフォンを利用
してのインターネットメークアップ案内を積極的
に行いました。

　１年間を通じて感じましたことは、出席率の良い会
員と、例会にほとんど出席いただけない会員の出席率
の格差が激しく、出席率の低い会員は退会につながっ
てしまうという現実がありました。
　例会に出席いただけない会員に対し、いかに魅力あ
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御家族の皆様に、ご参加いただき開催することが出
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みなさま、また関係委員会のみなさま、１年間親睦活
動委員会にご協力ありがとうございました。
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委員長　菊池　秀機

①当クラブに相応しい明るく和やかな例会運営を心掛
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（水越会長が要望され、保延ガバナーも推奨された件）
（委員会ごとは人数把握が困難の為、難しかった。）
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　地域のメディアと連携して広報活動ができました。
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た。
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　今年度の事業計画に則り、週報による情報発信と記
録保存の充実に努めました。

　多くの写真を掲載し、より身近にクラブの雰囲気や
奉仕活動の様子を実感してもらえるよう心掛けまし
た。
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・通常例会、家族例会、ガバナー公式訪問、地区大会
の掲載
・奉仕活動（おひさま食堂、出前授業、ミニバスケッ
トボール大会）
・卓話原稿
・クラブ活動（SRG、野球部）
　今年度撮影した写真は水戸南RCの共有財産として
データの保存と管理を徹底し、会員増強ツールや記念
誌発行の素材として利用するフレームを作成していく
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委員長　粂田　信行

⑴クラブホームページを刷新し、見やすく活用されや
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らくらく
連絡網にし、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。
⑷Ｅクラブを推奨し、利用しやすくした。

雑誌委員会
委員長　深谷　　智

・月１回例会において「ロータリーの友」のおすすめ
記事を紹介した。
・雑誌月間に卓話をした。
・「ロータリーの友」への掲載に努めた。
・ロータリアンの三大義務の一つである「ロータリー
の友」の購読を一人一人に認識いただくよう年３回
例会時に声掛けし、同時にロータリークラブに対す
る誇りと見識、理解を深めていくきっかけを提供し
た。
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会員組織委員会
委員長　鈴木　憲一

　職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報の
各委員会は適切に行われ委員会の方々有難うございま
した。会員増強では、100名になりましたが退会者が
出て未達成になりました。

職業分類委員会
委員長　 武田　　誠

1．職業分類調査を実施しました。
2．新会員の職業分類を決定致しました。

会員選考委員会 
委員長　水口　二良

　本年度入会の各会員について、推薦を受けた後、そ
の職業・経歴や地域における評価などを総合的に考察
した結果、ロータリアンとしての資質や水戸南ロータ
リークラブ会員としての適格性について何らの問題も
ないと判断し、その旨を理事会に報告しました。

会員増強委員会 
委員長　川澄千亜紀

　純増－１名　年度末会員数95名
（入会者４名）
2017年９月１日　川﨑篤之会員
2017年９月１日　蔵持圭一会員　
2017年９月１日　小瀧秀明会員
2017年10月27日　録田幸裕会員
（退会者５名）
金澤一史会員、竹内秀雄会員、蔀　英二会員
小瀧秀明会員、松本幸雄会員
　一度目標の100名を達成しましたが、退会者があ
り、純増－１名となってしまいました。

ロータリー情報委員会
委員長　井澤　卓司

１．入会前オリエンテーションの実施
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。

対象会員：川﨑篤之　蔵持圭一　小瀧秀明
　　　　　録田幸裕

２．1-3奉仕研究会で、サポート幹事を務め、会長・
幹事に協力して、ロータリーへの理解と既存会員
との交流を深め、水戸南RCへの帰属意識を高め
た。

クラブ管理運営委員会 
委員長　小路　　實

・クラブ管理運営委員会は、８委員会により直接、例
会運営をしております。
・例会を魅力的で、楽しいものにして行くかを会員に
情報提供し、親睦を深めて行くことを目指しまし
た。
・課題としては「出席」に対する認識を一人一人が自
覚する事こそが「奉仕の原点」と考え、働きかけを
してまいりました。

出席委員会
委員長　金原　和美

１．多くの会員に例会に出席していただけるよう、他
の委員会と連携して出席率の向上を図り、会員同
士で有意義な交流ができるよう心がけ、信頼関係
と出席意識の向上を目指しました。
今年度は出席率80％を目標に取り組みました
が、目標に対し未達の結果になってしまいまし
た。

２．1-3奉仕研究会、おひさま食堂実行委員会、およ
び他委員会との連携をしました。

３．年間100％出席会員の表彰を実施。
今年度は、34名の年間100％出席者を表彰する
ことができました。

４．プログラム委員会と連携し、毎週、例会のプログ
ラム内容のお知らせ、出席依頼のメールを送信し
ました。また今年度からのスマートフォンを利用
してのインターネットメークアップ案内を積極的
に行いました。

　１年間を通じて感じましたことは、出席率の良い会
員と、例会にほとんど出席いただけない会員の出席率
の格差が激しく、出席率の低い会員は退会につながっ
てしまうという現実がありました。
　例会に出席いただけない会員に対し、いかに魅力あ
る例会にし、例会以外での有意義なロータリー活動に
参加していただけるよう、いかに働きかけていくのか
が今後の課題と思います。
　みなさま１年間のご協力ありがとうございました。

親睦活動委員会
委員長　米川　幸喜

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。

⑸「創立45周年記念式典」での親睦活動委員会が担当
した祝宴の対応。

　以上、会員のみなさま、親睦活動委員会メンバーの
みなさま、また関係委員会のみなさま、１年間親睦活
動委員会にご協力ありがとうございました。

会場運営委員会
委員長　菊池　秀機

①当クラブに相応しい明るく和やかな例会運営を心掛
けた。

②出席数を想定して、食事のムダを無くした。
③着席を委員会ごと（上半期２回）・ABCクジ（下半
期３回）で指定する試みを実施した。
（水越会長が要望され、保延ガバナーも推奨された件）
（委員会ごとは人数把握が困難の為、難しかった。）

広報委員会
委員長　赤岩　賢二

　地域のメディアと連携して広報活動ができました。
　又、クラブの代表の方々にFMぱるるんに出演して
頂き奉仕活動等を中心にクラブの広報活動ができまし
た。
　地域主催の行事に揃いのTシャツを作成して個別で
は有りますが参加して広報活動ができました。
　１年間ご協力頂き誠に有り難う御座いました。

会報委員会
委員長　岡村　太郎

　今年度の事業計画に則り、週報による情報発信と記
録保存の充実に努めました。

　多くの写真を掲載し、より身近にクラブの雰囲気や
奉仕活動の様子を実感してもらえるよう心掛けまし
た。
掲載内容
・通常例会、家族例会、ガバナー公式訪問、地区大会
の掲載
・奉仕活動（おひさま食堂、出前授業、ミニバスケッ
トボール大会）
・卓話原稿
・クラブ活動（SRG、野球部）
　今年度撮影した写真は水戸南RCの共有財産として
データの保存と管理を徹底し、会員増強ツールや記念
誌発行の素材として利用するフレームを作成していく
必要性を感じました。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

⑴クラブホームページを刷新し、見やすく活用されや
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らくらく
連絡網にし、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。
⑷Ｅクラブを推奨し、利用しやすくした。

雑誌委員会
委員長　深谷　　智

・月１回例会において「ロータリーの友」のおすすめ
記事を紹介した。
・雑誌月間に卓話をした。
・「ロータリーの友」への掲載に努めた。
・ロータリアンの三大義務の一つである「ロータリー
の友」の購読を一人一人に認識いただくよう年３回
例会時に声掛けし、同時にロータリークラブに対す
る誇りと見識、理解を深めていくきっかけを提供し
た。
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サクサクサラダ
翡翠仕立てのトロミスープ

細切りポークのオイスターソース炒め
ぷりぷり海老と卵のチリソース

白飯・ザーサイ
フルーツ杏仁

会食メニュー



６月の第１例会はクジ引きによる席順にお座り頂きました。

ロータリーの時間
水越光男会長

米山功労者感謝状伝達
中本邦彦会員（第５回）

卓話「５月青少年奉仕月間に因んで」
茨城県立友部特別支援学校　教頭　加固友衛氏

特別支援教育研修会｢友五郎塾｣は、発達障害者当事者、又は関係者からの体験談を
聞くことで発達障害者への理解を促進し、共生社会の形成を推進することを目的
としています。
今年度は、エッセイ漫画｢うちの子は字が書けない｣（筑波大学教授　宇野彰先生監
修）を出版された漫画家の千葉リョウコさんをお招きします。千葉さんは「発達性
読み書き障害」と診断された、現在高校３年生の息子さんを育てています。｢親も先
生も気付きにくい障害｣と言われる｢発達性読み書き障害｣について一人でも多く
の方に知っていただけたらと思います。

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

ロータリー親睦活動月間

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

６月第２例会プログラム
2018年６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. 第３分区ガバナー補佐新旧引継ご挨拶

　大金　誠ガバナー補佐（水戸南RC)
　川上美智子次年度ガバナー補佐（水戸好文RC）

 5. 米山奨学金授与 ウェイケ・イケンナ スティーブさん
 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. クラブ協議会「下半期事業実績報告（Ⅰ）」

会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、
親睦活動、会場運営、広報、会報、IT資料、雑誌

11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

６月５日㈫ 2018-2019年度合同家庭集会（IT資
料・雑誌委員会）参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　 （８名）
粂田信行、斎藤孝夫、佐藤昌樹、奈良早苗、
久保田規子、櫻井盛二、鈴木憲一、川﨑紀子

第３回臨時理事会が開催されました。
日　時：６月８日㈮　12:00～
場　所：水戸プラザホテル　例会場
出席者：理事、役員、オブザーバー

会員動静
小瀧秀明会員、松本幸雄会員が５月28日付で退会
致しました。現在の会員数は95名となりました。

地区会員増強セミナーが開催されます。
日　時：６月10日㈰　9:30～15:00
場　所：水戸プラザホテル
出席者：鈴木憲一会長エレクト、川﨑紀子副幹事
　　　　外 地区関係者

ニコニコBOX委員会より
ニコニコBOXの献金は最終例会６月29日㈮までと
致します。目標金額に達しておりませんのでご協力
お願い致します。

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…６月18日㈪⇒６月17日㈰
水戸さくらRC…於 五浦観光ホテル（宿泊例会の為）

次回例会日程
日　時：６月15日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：６月誕生祝い

クラブ協議会「2017-2018年度事業実績報告（Ⅱ）」
プログラム、奉仕プロジェクト、職業奉仕、
社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

１

２

３

４

５

６

７

前　週訂正出席率66.67％
前々週訂正出席率74.74％95名 53名 42名 60.23％６月第１例会（６月１日）

出席状況

茨城県立友部特別支援学校教頭　　　　加固友衛 氏
茨城県立友部特別支援学校支援部
　特別支援教育コーディネーター教諭　岡田陽子 氏

■ゲスト

水戸東RC　加治木博文会員■ビジター

佐藤　衛会員……
水越光男会員……
二川隆司会員……
軍司由佳会員……

谷島孝明会員……

久保田規子会員…

根本 次会員……

米田英雄会員……

鈴木憲一会員……
川﨑紀子会員……
宇留野秀一会員…

原口一吉会員……
神代学光会員……

石川啓司会員……

郡司恵一郎会員…

■財団BOX（６月１日（金）扱）
佐藤　衛会員……ポール・ハリス・フェロー献金（第８～10、１～７回）

$1,000　110,000円（累計$22,700）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第４回）

$100　 11,000円（累計$14,400）
笹館康男会員……財団の友献金（第２回）

$100　 11,000円（累計$12,200）
松本隆史会員……財団の友献金（第６回）

$100　 11,000円（累計 $5,600）
斎藤孝夫会員……財団の友献金（第７回）

$100　 11,000円（累計 $4,700）
宇留野秀一会員…財団の友献金（第８回）

$100　 11,000円（累計 $800）

この計　　　６件　　　$1,500　　　165,000円

■ニコニコBOX（６月１日（金）扱）

この計　　　15件　　　107,000円

タイ中古自動車の整備が終わりました。
加固先生、岡田先生卓話宜しくお願いします。
出前授業お疲れ様でした。
５月29日の出前授業では皆様のご協力有難うご
ざいました。千波小学校の子供達の目がキラキラ
していました。
皆様、暑くなってきましたのでお体ご自愛下さ
い。
水戸市内６RC親睦野球大会お疲れ様でした。ス
イカ有難うございました。
水戸市内６RC親睦野球大会では会長、幹事、応
援していただいた皆様、選手の皆様お疲れ様でし
た。神代会員のMVPおめでとうございます。
水越会長、兼子幹事地区大会、出前授業お疲れ様
でした。もう少しですね。
来週は休みです。
母が亡き父と同じ叙勲を頂きました。
今年度もあと１ヶ月ですね。皆さんの例会運営の
ご協力有難うございます。
健康に感謝します。
先日の水戸市内６RC親睦野球大会では大変お世
話になりました。有難うございました。
先週の地区大会では２泊３日でつくば市に宿泊し
ましたが、今週も新旧合同地区国際奉仕委員会で
明日、筑波山江戸屋に泊まります。
５月25日の会員増強委員会新旧合同家庭集会の
おつりです。

■米山BOX（６月１日（金）扱）
佐藤　衛会員……米山功労者献金（第７～10、１回）

50,000円（累計2,110,000円）
市毛純一会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計 700,000円）
笹館康男会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 660,000円）
根本 次会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 290,000円）
髙橋伸之会員……準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）

この計　　　５件　　　90,000円

■会員メークアップ
５/19　地区ロータリー財団委員会　　宇留野秀一
５/25　友好地区歓迎夕食会　　　　　石川啓司
５/26　会長幹事会・地区指導者育成セミナー

長谷川國雄　 大金　誠　　 井澤卓司
石川啓司　　 水越光男　　 兼子充裕

５/29　東京ピースウィングREC　　　武田　誠
５/30　会員増強セミナー準備会

井澤卓司　　 篠原　勉　　 石井浩一

６月第１例会　６月１日（金）
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