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川上美智子第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
　　　　　　……

志村　保会員……
篠原　勉会員……
及川　譲会員……
髙橋伸之会員……

野口英壽会員……
金原和美会員……

宇留野秀一会員…

久保田規子会員…
石井邦明会員……
小路　實会員……
石川啓司会員……

鈴木由紀子会員…

 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 水越光男直前会長
 5. 会　食
 6. 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)
 7. 幹事報告
 8. クラブ協議会「委員会事業計画発表Ⅱ」

会員選考、IT資料、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

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

７月第３例会プログラム
2018年７月20日（金）
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前　週訂正出席率72.73％
前々週訂正出席率78.02％91名 56名 35名 68.29％７月第２例会（７月13日）

出席状況

７月第２例会　７月13日（金）

■ニコニコBOX（７月13日（金）扱）

この計　　　13件　　　40,000円

■会員メークアップ
７/６　静岡日本平RC　　　 松本隆史
７/７　消防自動車・医療用ベッド贈呈式、8RC会長就任式

佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司　　久保田啓藏
水越光男　　兼子充裕　　川澄千亜紀　原口一吉
高梨博行　　鈴木憲一

７/８　医療用ベッド贈呈式、シーロムRC会長就任式
佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司　　久保田啓藏
水越光男　　兼子充裕　　川澄千亜紀　原口一吉
高梨博行　　鈴木憲一

７/８　日本REC2650　　　水口二良
７/９　医療用ベッド贈呈式

佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司　　原口一吉
鈴木憲一

７/９　北海道2500REC　　野口英壽
７/17　北海道2500REC　　人見光一

新年度がスタートしました。第３分区ガバナー補
佐として一年間宜しくお願い致します。
今年度も宜しくお願いします。
鈴木会長、川﨑幹事一年間お世話になります。
ロータリー財団の献金を宜しくお願い致します。
私にとって本日が新年度スタートです。宜しくお
願いします。
暑いですね。体に気をつけましょう。
本日は前年度出席率100%会員表彰があります。
該当の皆様おめでとうございました。
本年度も宜しくお願いします。水害で被災された
方々、お見舞い申し上げます。
新年度ですね。本年も宜しくお願い致します。
今年度も宜しくお願い致します！
出席率100%会員表彰有難うございました。
先週の例会後に成田からバンコクに入り、翌日は
ウボンラチャタニーへ空路で移動しました。２箇
所の病院を訪問して、グローバルグラントの消防
自動車・医療用ベッド贈呈式、バンコクでシーロ
ムRC会長就任式がありました。
伊勢神宮参りに行って来ました。楽しかったで
す。

奉仕プロジェクト研究会が開催されます
日　時：７月28日㈯　10:30～15:00
場　所：三の丸ホテル　TEL.221-3011
出席者：米川幸喜職業奉仕委員長

原口一吉社会奉仕委員長
石井浩一姉妹・友好クラブ交流委員長
　（国際奉仕委員長代理）

第３分区ロータリーデー（識字率向上支援バザー）の参加者（敬称略）
赤岩賢二、久保田規子、小泉正史、川﨑紀子（４名）
＊暑い中、お疲れ様でした！

本年度第１回おひさま食堂が開催されます
日　時：７月21日㈯　11:30～13:30
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川町2563
集合時間：9:30（調理担当者 9:00まで）に集合
　　　　（メークアップ扱いとなります。）

次回例会日程
日　時：７月27日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：７月誕生祝い

クラブ懇談会

１

２

３

４

■財団BOX（７月13日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金（第３回）

$100　11,000円（累計$12,300）
橋本　哲会員……財団の友献金（第10回）

$100　11,000円（累計 $5,000）
小川啓子会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,000円（累計 $3,400）

この計　　　３件　　　$300　　　33,000円

■米山BOX（７月13日（金）扱）
笹館康男会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計670,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計520,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計440,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計440,000円）
橋本　哲会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計430,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計200,000円）
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計130,000円）

この計　　　７件　　　70,000円

第３分区ガバナー補佐　　　　　　 川上美智子 氏（水戸好文RC）
第３分区ガバナー補佐セクレタリー　井坂　陽子 氏（水戸好文RC）
米山奨学生　ウェイケ イケンナ スティーブ さん

■ゲスト

水戸西RC　多田久寿会員
水戸東RC　鬼澤紘一会員

■ビジター

牛舌入りフランクのグリルとカレー・ライス

季節の野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

タイ訪問

第３分区ロータリーデー



広報委員会　一毛委員長による発表

クラブ管理運営委員会　志村委員長による発表 出席委員会　島根委員長による発表 親睦活動委員会　岡村委員長による発表 会場運営委員会　河野委員長による発表

会報委員会　菊池副委員長による発表 雑誌委員会　奈良委員長による発表 米山記念奨学委員会　赤岩委員長と
スティーブ君による発表

プログラム委員会　長洲委員長～3分時間が
余った責任を取って小噺を披露しました!!

会場の雰囲気

会員組織委員会　小路委員長による発表

島根委員長による出席状況報告 鈴木(由)副委員長によるニコニコBOX報告 二川副委員長によるロータリー財団報告

赤岩委員長による米山記念奨学報告

職業分類委員会　大原委員長による発表 会員増強委員会　郡司委員長による発表 ロータリー情報委員会　根本委員長による発表

前年度出席率100％会員表彰　金原前出席委員長か
ら該当者34名を代表して長谷川パストガバナーへ

タイに行かれた方～この後タイのクラブのバナ
ー授与がありました。

幹事報告 例会場入り口右手にある案
内板チェックしてくださいね

力し、重点分野第２「疾病予防と治療」又は重点
分野第３「水と衛生」に関する奉仕活動を立案・
実行する。

②友好クラブである高松西ロータリークラブと協働
できる国際奉仕活動を検討及び企画する。

③姉妹クラブである清州西原ロータリークラブと協
働できる国際奉仕活動を検討及び企画する。

④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」事業に提唱クラブとして参加する
とともに、他のクラブの事業に対して賛同する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとして交流
をしている各ロータリークラブとの人的交流と共同
奉仕プロジェクトを推進していく。

２.事業計画
⑴当クラブと韓国清州西原ロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。

②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。

③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。

④共同奉仕プロジェクトを推進出来るよう話し合
いの機会を設ける。

⑵当クラブとタイシーロムロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①シーロムロータリークラブ会長就任式訪問、消
防自動車贈呈式、病院ベッド贈呈式に参加して
交流を深める。

⑶当クラブと高松西ロータリークラブとの相互の交
流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。

②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。

③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。

④高松西ロータリークラブ創立50周年記念式典
に当クラブから15名以上参加する。

⑷当クラブのグローバルグラント補助金奉仕事業
に、清州西原ロータリークラブ、シーロムロータ
リークラブ、高松西ロータリークラブに対して協
力を求めていく。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　地域社会と世界に向けて、手を取り合って持続的
な変化を生み出しましょうを訴えていく。
　人道的奉仕の重点化を会員により一層のロータ
リー財団への理解とご支援・ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標

会員選考委員会
委員長　塩沢　富夫

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、職業人として、
また水戸南ロータリークラブの会員として的確であ
るかどうかを慎重に審査する。
①例会、情報集会、各種行事等に積極的に出席でき
るかどうか。

②経済面において、会費及び各種寄付等ロータリア
ンとしての経済的責務を果たすことができるかど
うか。

２.事業計画
①推薦された会員候補者について、情報集会の開催。
②会員増強委員会、ロータリー情報委員会等関連す
る委員会と情報を共有する。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１.基本方針
⑴クラブホームページを常に更新し、見やすく活用
しやすくする。

⑵出欠アンケート、「らくらく連絡網」をもっと活
用されるようにする。

２.事業計画
⑴幹事をはじめいろいろな委員会から情報をもら
い、ホームページを常に最新の状態にする。

⑵「らくらく連絡網」活用により、例会出席アン
ケートの回答率を向上させる。

　また、例会出欠以外の1－3奉仕研究会、SRGな
どの連絡にも使ってもらえるようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕およ
び姉妹・友好クラブ交流の各委員会が、スムーズ且
つ効果的に活動できるよう調整する。

２.事業計画
　上記の５委員会の運営サポートや、1－3奉仕研
究会の運営にも協力していく。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。

⑵『職業奉仕月間』においては、地域社会に貢献す
る企業へ職場訪問を行う。

⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

社会奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１.基本方針
　会長方針により、今まで以上に市民及び水戸を訪
れる人々に、ロータリー活動を理解していただくこと
を念頭に、社会に貢献できる事業を実施していく。

２.事業計画
①実績を残し、地域の方々に感謝をされている「お
ひさま食堂」を開催する。数ヶ所同時実施に向け
ての準備を進めていく。
　また、開催地域の拡充などの可能性を追求し、ボ
ランティアの方々との連携をはかり、より良い事
業へ発展させていく。
②市内三の丸地区大手橋及び水戸一高周辺地域を水
戸市が「水戸学の道」と命名したことにともな
い、観光客にもわかりやすい水戸南ロータリーク
ラブ名入りのイラストマップを作成していく。
③おひさま食堂を通じてご協力いただいているボラ
ンティアの方々とのネットワークを有効に活用
し、メンバー各位との連携で何が出来るのかを追
求していきたい。

青少年奉仕委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、スキルと人格を養いなが
ら、奉仕、道徳的基準、平和といったロータリーの
価値観を学ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を
育成できる活動に協力し支援してまいりたいと思い
ます。

２.事業計画
⑴水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケットボール
大会の開催（平成31年２月11日）
⑵青少年奉仕月間に卓話を実施
⑶米山奨学生を含め、インターアクト、ローターア
クトに、ライラ、青少年交換プログラムの参加を
勧める。
⑷各奉仕委員会と協力し、事業活動に積極的に参加
する。

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

１.基本方針
　ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行する。
●平和と紛争予防／紛争解決 
●疾病予防と治療 
●水と衛生 
●母子の健康 
●基本的教育と識字率向上 
●経済と地域社会の発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムロータリークラブと協

⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標

⑷地域社会・国際社会に奉仕する為の財源である寄
付を有効に活用出来るように、各奉仕委員会と協
力し、補助金の申請に協力していく。

⑸会員に奉仕事業等及び財団基金への報告や説明を
卓話にて、周知・説明を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リーや日本の心を伝える。

②全会員に米山記念奨学会への理解と献金をお願い
する。

③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金の目標は会員１人当たり20,000円
②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施
③米山月間に米山関係者の卓話を実施
④カウンセラーと協力して奨学生と交流を図る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様から、好意と善意の奉仕活動資金をご
寄付頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思
います。
　今年１年間、ご協力の程、よろしくお願い申し上
げます。

２.事業計画
⑴１人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金のクラブ奉仕活動への使い
道をPRして、会員の皆様の寄付へのご協力にお
声かけしていきます。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷会員各位の寄付の状況を随時ご案内申し上げま
す。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
 クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実施します。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるよう努めてまいります。

⑵事務局と連携し、支払を遅滞なく行ってまいりま
す。

⑶効率的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均
衡を各委員会に協力要請し、予算超過の無いよう
取り組んでまいります。
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広報委員会　一毛委員長による発表

クラブ管理運営委員会　志村委員長による発表 出席委員会　島根委員長による発表 親睦活動委員会　岡村委員長による発表 会場運営委員会　河野委員長による発表

会報委員会　菊池副委員長による発表 雑誌委員会　奈良委員長による発表 米山記念奨学委員会　赤岩委員長と
スティーブ君による発表

プログラム委員会　長洲委員長～3分時間が
余った責任を取って小噺を披露しました!!

会場の雰囲気

会員組織委員会　小路委員長による発表

島根委員長による出席状況報告 鈴木(由)副委員長によるニコニコBOX報告 二川副委員長によるロータリー財団報告

赤岩委員長による米山記念奨学報告

職業分類委員会　大原委員長による発表 会員増強委員会　郡司委員長による発表 ロータリー情報委員会　根本委員長による発表

前年度出席率100％会員表彰　金原前出席委員長か
ら該当者34名を代表して長谷川パストガバナーへ

タイに行かれた方～この後タイのクラブのバナ
ー授与がありました。

幹事報告 例会場入り口右手にある案
内板チェックしてくださいね

力し、重点分野第２「疾病予防と治療」又は重点
分野第３「水と衛生」に関する奉仕活動を立案・
実行する。
②友好クラブである高松西ロータリークラブと協働
できる国際奉仕活動を検討及び企画する。
③姉妹クラブである清州西原ロータリークラブと協
働できる国際奉仕活動を検討及び企画する。
④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」事業に提唱クラブとして参加する
とともに、他のクラブの事業に対して賛同する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとして交流
をしている各ロータリークラブとの人的交流と共同
奉仕プロジェクトを推進していく。

２.事業計画
⑴当クラブと韓国清州西原ロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。
②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。
③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。
④共同奉仕プロジェクトを推進出来るよう話し合
いの機会を設ける。

⑵当クラブとタイシーロムロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①シーロムロータリークラブ会長就任式訪問、消
防自動車贈呈式、病院ベッド贈呈式に参加して
交流を深める。

⑶当クラブと高松西ロータリークラブとの相互の交
流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。
②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。
③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。
④高松西ロータリークラブ創立50周年記念式典
に当クラブから15名以上参加する。

⑷当クラブのグローバルグラント補助金奉仕事業
に、清州西原ロータリークラブ、シーロムロータ
リークラブ、高松西ロータリークラブに対して協
力を求めていく。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　地域社会と世界に向けて、手を取り合って持続的
な変化を生み出しましょうを訴えていく。
　人道的奉仕の重点化を会員により一層のロータ
リー財団への理解とご支援・ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標

会員選考委員会
委員長　塩沢　富夫

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、職業人として、
また水戸南ロータリークラブの会員として的確であ
るかどうかを慎重に審査する。
①例会、情報集会、各種行事等に積極的に出席でき
るかどうか。
②経済面において、会費及び各種寄付等ロータリア
ンとしての経済的責務を果たすことができるかど
うか。

２.事業計画
①推薦された会員候補者について、情報集会の開催。
②会員増強委員会、ロータリー情報委員会等関連す
る委員会と情報を共有する。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１.基本方針
⑴クラブホームページを常に更新し、見やすく活用
しやすくする。
⑵出欠アンケート、「らくらく連絡網」をもっと活
用されるようにする。

２.事業計画
⑴幹事をはじめいろいろな委員会から情報をもら
い、ホームページを常に最新の状態にする。
⑵「らくらく連絡網」活用により、例会出席アン
ケートの回答率を向上させる。
　また、例会出欠以外の1－3奉仕研究会、SRGな
どの連絡にも使ってもらえるようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕およ
び姉妹・友好クラブ交流の各委員会が、スムーズ且
つ効果的に活動できるよう調整する。

２.事業計画
　上記の５委員会の運営サポートや、1－3奉仕研
究会の運営にも協力していく。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵『職業奉仕月間』においては、地域社会に貢献す
る企業へ職場訪問を行う。

⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

社会奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１.基本方針
　会長方針により、今まで以上に市民及び水戸を訪
れる人々に、ロータリー活動を理解していただくこと
を念頭に、社会に貢献できる事業を実施していく。

２.事業計画
①実績を残し、地域の方々に感謝をされている「お
ひさま食堂」を開催する。数ヶ所同時実施に向け
ての準備を進めていく。
　また、開催地域の拡充などの可能性を追求し、ボ
ランティアの方々との連携をはかり、より良い事
業へ発展させていく。
②市内三の丸地区大手橋及び水戸一高周辺地域を水
戸市が「水戸学の道」と命名したことにともな
い、観光客にもわかりやすい水戸南ロータリーク
ラブ名入りのイラストマップを作成していく。
③おひさま食堂を通じてご協力いただいているボラ
ンティアの方々とのネットワークを有効に活用
し、メンバー各位との連携で何が出来るのかを追
求していきたい。

青少年奉仕委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、スキルと人格を養いなが
ら、奉仕、道徳的基準、平和といったロータリーの
価値観を学ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を
育成できる活動に協力し支援してまいりたいと思い
ます。

２.事業計画
⑴水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケットボール
大会の開催（平成31年２月11日）
⑵青少年奉仕月間に卓話を実施
⑶米山奨学生を含め、インターアクト、ローターア
クトに、ライラ、青少年交換プログラムの参加を
勧める。
⑷各奉仕委員会と協力し、事業活動に積極的に参加
する。

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

１.基本方針
　ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行する。
●平和と紛争予防／紛争解決 
●疾病予防と治療 
●水と衛生 
●母子の健康 
●基本的教育と識字率向上 
●経済と地域社会の発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムロータリークラブと協

⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標
⑷地域社会・国際社会に奉仕する為の財源である寄
付を有効に活用出来るように、各奉仕委員会と協
力し、補助金の申請に協力していく。
⑸会員に奉仕事業等及び財団基金への報告や説明を
卓話にて、周知・説明を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リーや日本の心を伝える。
②全会員に米山記念奨学会への理解と献金をお願い
する。
③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金の目標は会員１人当たり20,000円
②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施
③米山月間に米山関係者の卓話を実施
④カウンセラーと協力して奨学生と交流を図る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様から、好意と善意の奉仕活動資金をご
寄付頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思
います。
　今年１年間、ご協力の程、よろしくお願い申し上
げます。

２.事業計画
⑴１人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金のクラブ奉仕活動への使い
道をPRして、会員の皆様の寄付へのご協力にお
声かけしていきます。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷会員各位の寄付の状況を随時ご案内申し上げま
す。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
 クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実施します。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるよう努めてまいります。
⑵事務局と連携し、支払を遅滞なく行ってまいりま
す。
⑶効率的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均
衡を各委員会に協力要請し、予算超過の無いよう
取り組んでまいります。
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力し、重点分野第２「疾病予防と治療」又は重点
分野第３「水と衛生」に関する奉仕活動を立案・
実行する。

②友好クラブである高松西ロータリークラブと協働
できる国際奉仕活動を検討及び企画する。

③姉妹クラブである清州西原ロータリークラブと協
働できる国際奉仕活動を検討及び企画する。

④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」事業に提唱クラブとして参加する
とともに、他のクラブの事業に対して賛同する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとして交流
をしている各ロータリークラブとの人的交流と共同
奉仕プロジェクトを推進していく。

２.事業計画
⑴当クラブと韓国清州西原ロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。

②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。

③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。

④共同奉仕プロジェクトを推進出来るよう話し合
いの機会を設ける。

⑵当クラブとタイシーロムロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①シーロムロータリークラブ会長就任式訪問、消
防自動車贈呈式、医療用ベッド贈呈式に参加し
て交流を深める。

⑶当クラブと高松西ロータリークラブとの相互の交
流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。

②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。

③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。

④高松西ロータリークラブ創立50周年記念式典
に当クラブから15名以上参加する。

⑷当クラブのグローバルグラント補助金奉仕事業
に、清州西原ロータリークラブ、シーロムロータ
リークラブ、高松西ロータリークラブに対して協
力を求めていく。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　地域社会と世界に向けて、手を取り合って持続的
な変化を生み出していくことを訴えていく。
　人道的奉仕の重点化を会員により一層のロータ
リー財団への理解とご支援・ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標

⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標
⑷地域社会・国際社会に奉仕する為の財源である寄
付を有効に活用出来るように、各奉仕委員会と協
力し、補助金の申請に協力していく。
⑸会員に奉仕事業等及びロータリー財団の報告や説
明を卓話にて、周知・説明を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リーや日本の心を伝える。
②全会員に米山記念奨学会への理解と献金をお願い
する。
③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金の目標は会員１人当たり20,000円
②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施
③米山月間に米山関係者の卓話を実施
④カウンセラーと協力して奨学生と交流を図る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様から、好意と善意の奉仕活動資金をご
寄付頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思
います。
　今年１年間、ご協力の程、よろしくお願い申し上
げます。

２.事業計画
⑴１人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金のクラブ奉仕活動への使い
道をPRして、会員の皆様の寄付へのご協力にお
声かけしていきます。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷会員各位の寄付の状況を随時ご案内申し上げま
す。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
 クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実施します。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるよう努めてまいります。
⑵事務局と連携し、支払を遅滞なく行ってまいりま
す。
⑶効率的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均
衡を各委員会に協力要請し、予算超過の無いよう
取り組んでまいります。



　髙橋賢吾ガバナーの下で第３分区のガバナー補佐を拝命し、新年度がスタート致しました。本日は、水
戸南ロータリークラブに就任のご挨拶で例会に参加させていただきました。皆様にはご支援、ご協力を仰
ぎながら、任務を果たしてまいりたいと思っていますので宜しくお願い致します。
　バリー・ラシンRI会長は、「BE THE INSPIRATION. （インスピレーションになろう）」のテーマを掲
げ、それを受けてRI第2820地区、髙橋賢吾ガバナーは、「ロータリーの心と力を地域社会へ」の地区ス
ローガンを掲げています。第３分区では、「協創」、即ち８クラブが協働し力を結集して、ロータリーの心
と力を地域社会へ活かして行こうと、ロータリーデーを開催することと致しました。各クラブ会長・幹事
様ご賛同の下、第３分区ののぼり旗も制作し、本日持参いたしました。分区内クラブ間の交流を深め、
活動の活性化を一層図り、公共イメージの向上にも寄与して行きたいと思っています。高齢化等で存続
が厳しいクラブも出てきているところから、喫緊の課題である会員増強のため、戦略計画の練り直し
や、女性や若い世代への働きかけもお願い致します。
　今年度の主な日程は以下の通りです。
○７月14日㈯　12時～18時30分　水戸芸術館広場
五軒サマーナイトコンサート&水戸ふれあい祭りの中で開催
バザーを行い、収益金を「茨城アジアの教育基金を支える会－ラオスの子どもたちの識字率向上
－」に寄付する。

○10月19日㈮　第３分区ゴルフ大会（静ヒルズCC）
○10月26日㈮　水戸市内6RC合同例会（水戸プラザホテル）
○11月10日㈯　水戸市内RC親睦野球大会
○11月15日㈭　水戸好文RC創立10周年（テラス・ザ・ガーデン）
○２月24日㈰　第３分区ＩＭ（三の丸ホテル）
○４月20日㈯～21日㈰　地区大会（県民文化センター）

　会員一人ひとりがインスピレーション（創造性を刺激・鼓舞するリーダー）となり、その心と力を結集
して地域に活かし、ロータリーの奉仕の理念の発信源となることを期待しています。１年間どうぞ宜しく
お願い致します。

ガバナー補佐就任挨拶

国際ロータリー第2820地区
2018‐2019年度　第３分区ガバナー補佐

川上美智子 氏（水戸好文RC）
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川上第３分区ガバナー補佐から今年度RI会長と髙橋ガバナーの方針が
説明されました。

米山奨学金授与　スティーブ君 笑顔が素敵なスティーブ君のあいさつ

広報委員会　一毛委員長による発表

クラブ管理運営委員会　志村委員長による発表 出席委員会　島根委員長による発表 親睦活動委員会　岡村委員長による発表 会場運営委員会　河野委員長による発表

会報委員会　菊池副委員長による発表 雑誌委員会　奈良委員長による発表 米山記念奨学委員会　赤岩委員長と
スティーブ君による発表

プログラム委員会　長洲委員長～3分時間が
余った責任を取って小噺を披露しました!!

会場の雰囲気

会員組織委員会　小路委員長による発表

島根委員長による出席状況報告 鈴木(由)副委員長によるニコニコBOX報告 二川副委員長によるロータリー財団報告

赤岩委員長による米山記念奨学報告

職業分類委員会　大原委員長による発表 会員増強委員会　郡司委員長による発表 ロータリー情報委員会　根本委員長による発表

前年度出席率100％会員表彰　金原前出席委員長か
ら該当者34名を代表して長谷川パストガバナーへ

タイに行かれた方～この後タイのクラブのバナ
ー授与がありました。

幹事報告 例会場入り口右手にある案
内板チェックしてくださいね

力し、重点分野第２「疾病予防と治療」又は重点
分野第３「水と衛生」に関する奉仕活動を立案・
実行する。

②友好クラブである高松西ロータリークラブと協働
できる国際奉仕活動を検討及び企画する。

③姉妹クラブである清州西原ロータリークラブと協
働できる国際奉仕活動を検討及び企画する。

④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」事業に提唱クラブとして参加する
とともに、他のクラブの事業に対して賛同する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとして交流
をしている各ロータリークラブとの人的交流と共同
奉仕プロジェクトを推進していく。

２.事業計画
⑴当クラブと韓国清州西原ロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。

②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。

③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。

④共同奉仕プロジェクトを推進出来るよう話し合
いの機会を設ける。

⑵当クラブとタイシーロムロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①シーロムロータリークラブ会長就任式訪問、消
防自動車贈呈式、病院ベッド贈呈式に参加して
交流を深める。

⑶当クラブと高松西ロータリークラブとの相互の交
流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。

②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。

③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。

④高松西ロータリークラブ創立50周年記念式典
に当クラブから15名以上参加する。

⑷当クラブのグローバルグラント補助金奉仕事業
に、清州西原ロータリークラブ、シーロムロータ
リークラブ、高松西ロータリークラブに対して協
力を求めていく。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　地域社会と世界に向けて、手を取り合って持続的
な変化を生み出しましょうを訴えていく。
　人道的奉仕の重点化を会員により一層のロータ
リー財団への理解とご支援・ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標

会員選考委員会
委員長　塩沢　富夫

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、職業人として、
また水戸南ロータリークラブの会員として的確であ
るかどうかを慎重に審査する。
①例会、情報集会、各種行事等に積極的に出席でき
るかどうか。

②経済面において、会費及び各種寄付等ロータリア
ンとしての経済的責務を果たすことができるかど
うか。

２.事業計画
①推薦された会員候補者について、情報集会の開催。
②会員増強委員会、ロータリー情報委員会等関連す
る委員会と情報を共有する。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１.基本方針
⑴クラブホームページを常に更新し、見やすく活用
しやすくする。

⑵出欠アンケート、「らくらく連絡網」をもっと活
用されるようにする。

２.事業計画
⑴幹事をはじめいろいろな委員会から情報をもら
い、ホームページを常に最新の状態にする。

⑵「らくらく連絡網」活用により、例会出席アン
ケートの回答率を向上させる。

　また、例会出欠以外の1－3奉仕研究会、SRGな
どの連絡にも使ってもらえるようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕およ
び姉妹・友好クラブ交流の各委員会が、スムーズ且
つ効果的に活動できるよう調整する。

２.事業計画
　上記の５委員会の運営サポートや、1－3奉仕研
究会の運営にも協力していく。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。

⑵『職業奉仕月間』においては、地域社会に貢献す
る企業へ職場訪問を行う。

⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

社会奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１.基本方針
　会長方針により、今まで以上に市民及び水戸を訪
れる人々に、ロータリー活動を理解していただくこと
を念頭に、社会に貢献できる事業を実施していく。

２.事業計画
①実績を残し、地域の方々に感謝をされている「お
ひさま食堂」を開催する。数ヶ所同時実施に向け
ての準備を進めていく。
　また、開催地域の拡充などの可能性を追求し、ボ
ランティアの方々との連携をはかり、より良い事
業へ発展させていく。
②市内三の丸地区大手橋及び水戸一高周辺地域を水
戸市が「水戸学の道」と命名したことにともな
い、観光客にもわかりやすい水戸南ロータリーク
ラブ名入りのイラストマップを作成していく。
③おひさま食堂を通じてご協力いただいているボラ
ンティアの方々とのネットワークを有効に活用
し、メンバー各位との連携で何が出来るのかを追
求していきたい。

青少年奉仕委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、スキルと人格を養いなが
ら、奉仕、道徳的基準、平和といったロータリーの
価値観を学ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を
育成できる活動に協力し支援してまいりたいと思い
ます。

２.事業計画
⑴水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケットボール
大会の開催（平成31年２月11日）
⑵青少年奉仕月間に卓話を実施
⑶米山奨学生を含め、インターアクト、ローターア
クトに、ライラ、青少年交換プログラムの参加を
勧める。
⑷各奉仕委員会と協力し、事業活動に積極的に参加
する。

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

１.基本方針
　ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行する。
●平和と紛争予防／紛争解決 
●疾病予防と治療 
●水と衛生 
●母子の健康 
●基本的教育と識字率向上 
●経済と地域社会の発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムロータリークラブと協

⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標

⑷地域社会・国際社会に奉仕する為の財源である寄
付を有効に活用出来るように、各奉仕委員会と協
力し、補助金の申請に協力していく。

⑸会員に奉仕事業等及び財団基金への報告や説明を
卓話にて、周知・説明を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リーや日本の心を伝える。

②全会員に米山記念奨学会への理解と献金をお願い
する。

③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金の目標は会員１人当たり20,000円
②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施
③米山月間に米山関係者の卓話を実施
④カウンセラーと協力して奨学生と交流を図る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様から、好意と善意の奉仕活動資金をご
寄付頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思
います。
　今年１年間、ご協力の程、よろしくお願い申し上
げます。

２.事業計画
⑴１人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金のクラブ奉仕活動への使い
道をPRして、会員の皆様の寄付へのご協力にお
声かけしていきます。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷会員各位の寄付の状況を随時ご案内申し上げま
す。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
 クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実施します。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるよう努めてまいります。

⑵事務局と連携し、支払を遅滞なく行ってまいりま
す。

⑶効率的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均
衡を各委員会に協力要請し、予算超過の無いよう
取り組んでまいります。
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広報委員会　一毛委員長による発表

クラブ管理運営委員会　志村委員長による発表 出席委員会　島根委員長による発表 親睦活動委員会　岡村委員長による発表 会場運営委員会　河野委員長による発表

会報委員会　菊池副委員長による発表 雑誌委員会　奈良委員長による発表 米山記念奨学委員会　赤岩委員長と
スティーブ君による発表

プログラム委員会　長洲委員長～3分時間が
余った責任を取って小噺を披露しました!!

会場の雰囲気

会員組織委員会　小路委員長による発表

島根委員長による出席状況報告 鈴木(由)副委員長によるニコニコBOX報告 二川副委員長によるロータリー財団報告

赤岩委員長による米山記念奨学報告

職業分類委員会　大原委員長による発表 会員増強委員会　郡司委員長による発表 ロータリー情報委員会　根本委員長による発表

前年度出席率100％会員表彰　金原前出席委員長か
ら該当者34名を代表して長谷川パストガバナーへ

タイに行かれた方～この後タイのクラブのバナ
ー授与がありました。

幹事報告 例会場入り口右手にある案
内板チェックしてくださいね

力し、重点分野第２「疾病予防と治療」又は重点
分野第３「水と衛生」に関する奉仕活動を立案・
実行する。
②友好クラブである高松西ロータリークラブと協働
できる国際奉仕活動を検討及び企画する。
③姉妹クラブである清州西原ロータリークラブと協
働できる国際奉仕活動を検討及び企画する。
④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」事業に提唱クラブとして参加する
とともに、他のクラブの事業に対して賛同する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとして交流
をしている各ロータリークラブとの人的交流と共同
奉仕プロジェクトを推進していく。

２.事業計画
⑴当クラブと韓国清州西原ロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。
②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。
③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。
④共同奉仕プロジェクトを推進出来るよう話し合
いの機会を設ける。

⑵当クラブとタイシーロムロータリークラブとの相
互の交流を深める。
①シーロムロータリークラブ会長就任式訪問、消
防自動車贈呈式、病院ベッド贈呈式に参加して
交流を深める。

⑶当クラブと高松西ロータリークラブとの相互の交
流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。
②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。
③具体的には、会長挨拶、委員長挨拶及び会員名
簿、クラブ現況報告書１部を送付する。
④高松西ロータリークラブ創立50周年記念式典
に当クラブから15名以上参加する。

⑷当クラブのグローバルグラント補助金奉仕事業
に、清州西原ロータリークラブ、シーロムロータ
リークラブ、高松西ロータリークラブに対して協
力を求めていく。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　地域社会と世界に向けて、手を取り合って持続的
な変化を生み出しましょうを訴えていく。
　人道的奉仕の重点化を会員により一層のロータ
リー財団への理解とご支援・ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標

会員選考委員会
委員長　塩沢　富夫

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、職業人として、
また水戸南ロータリークラブの会員として的確であ
るかどうかを慎重に審査する。
①例会、情報集会、各種行事等に積極的に出席でき
るかどうか。
②経済面において、会費及び各種寄付等ロータリア
ンとしての経済的責務を果たすことができるかど
うか。

２.事業計画
①推薦された会員候補者について、情報集会の開催。
②会員増強委員会、ロータリー情報委員会等関連す
る委員会と情報を共有する。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１.基本方針
⑴クラブホームページを常に更新し、見やすく活用
しやすくする。
⑵出欠アンケート、「らくらく連絡網」をもっと活
用されるようにする。

２.事業計画
⑴幹事をはじめいろいろな委員会から情報をもら
い、ホームページを常に最新の状態にする。
⑵「らくらく連絡網」活用により、例会出席アン
ケートの回答率を向上させる。
　また、例会出欠以外の1－3奉仕研究会、SRGな
どの連絡にも使ってもらえるようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕およ
び姉妹・友好クラブ交流の各委員会が、スムーズ且
つ効果的に活動できるよう調整する。

２.事業計画
　上記の５委員会の運営サポートや、1－3奉仕研
究会の運営にも協力していく。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵『職業奉仕月間』においては、地域社会に貢献す
る企業へ職場訪問を行う。

⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

社会奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１.基本方針
　会長方針により、今まで以上に市民及び水戸を訪
れる人々に、ロータリー活動を理解していただくこと
を念頭に、社会に貢献できる事業を実施していく。

２.事業計画
①実績を残し、地域の方々に感謝をされている「お
ひさま食堂」を開催する。数ヶ所同時実施に向け
ての準備を進めていく。
　また、開催地域の拡充などの可能性を追求し、ボ
ランティアの方々との連携をはかり、より良い事
業へ発展させていく。
②市内三の丸地区大手橋及び水戸一高周辺地域を水
戸市が「水戸学の道」と命名したことにともな
い、観光客にもわかりやすい水戸南ロータリーク
ラブ名入りのイラストマップを作成していく。
③おひさま食堂を通じてご協力いただいているボラ
ンティアの方々とのネットワークを有効に活用
し、メンバー各位との連携で何が出来るのかを追
求していきたい。

青少年奉仕委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、スキルと人格を養いなが
ら、奉仕、道徳的基準、平和といったロータリーの
価値観を学ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を
育成できる活動に協力し支援してまいりたいと思い
ます。

２.事業計画
⑴水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケットボール
大会の開催（平成31年２月11日）
⑵青少年奉仕月間に卓話を実施
⑶米山奨学生を含め、インターアクト、ローターア
クトに、ライラ、青少年交換プログラムの参加を
勧める。
⑷各奉仕委員会と協力し、事業活動に積極的に参加
する。

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

１.基本方針
　ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行する。
●平和と紛争予防／紛争解決 
●疾病予防と治療 
●水と衛生 
●母子の健康 
●基本的教育と識字率向上 
●経済と地域社会の発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムロータリークラブと協

⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標
⑷地域社会・国際社会に奉仕する為の財源である寄
付を有効に活用出来るように、各奉仕委員会と協
力し、補助金の申請に協力していく。
⑸会員に奉仕事業等及び財団基金への報告や説明を
卓話にて、周知・説明を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リーや日本の心を伝える。
②全会員に米山記念奨学会への理解と献金をお願い
する。
③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金の目標は会員１人当たり20,000円
②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施
③米山月間に米山関係者の卓話を実施
④カウンセラーと協力して奨学生と交流を図る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様から、好意と善意の奉仕活動資金をご
寄付頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思
います。
　今年１年間、ご協力の程、よろしくお願い申し上
げます。

２.事業計画
⑴１人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金のクラブ奉仕活動への使い
道をPRして、会員の皆様の寄付へのご協力にお
声かけしていきます。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷会員各位の寄付の状況を随時ご案内申し上げま
す。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
 クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実施します。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるよう努めてまいります。
⑵事務局と連携し、支払を遅滞なく行ってまいりま
す。
⑶効率的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均
衡を各委員会に協力要請し、予算超過の無いよう
取り組んでまいります。
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会食メニュー

R I テ ー マ／インスピレーションになろう
地区スローガン／ロータリーの心と力を地域社会へ
クラブ会長方針／会員全員参加のクラブ運営を

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：川澄千亜紀　副委員長：菊池　秀機　委員：髙橋　伸之、草野達也

●会　長　鈴木　憲一　会長エレクト　小路　　實
●幹　事　川﨑　紀子　副会長　　　　志村　　保
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　深谷　　智

水戸南ロータリークラブ
Weekly Report Rotary Club of Mito-Minami

週　報

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

幹 事 報 告

2018年（平成30年）７月20日（金）

川上美智子第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
　　　　　　……

志村　保会員……
篠原　勉会員……
及川　譲会員……
髙橋伸之会員……

野口英壽会員……
金原和美会員……

宇留野秀一会員…

久保田規子会員…
石井邦明会員……
小路　實会員……
石川啓司会員……

鈴木由紀子会員…

 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 水越光男直前会長
 5. 会　食
 6. 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)
 7. 幹事報告
 8. クラブ協議会「委員会事業計画発表Ⅱ」

会員選考、IT資料、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

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

７月第３例会プログラム
2018年７月20日（金）
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前　週訂正出席率72.73％
前々週訂正出席率78.02％91名 56名 35名 68.29％７月第２例会（７月13日）

出席状況

７月第２例会　７月13日（金）

■ニコニコBOX（７月13日（金）扱）

この計　　　13件　　　40,000円

■会員メークアップ
７/６　静岡日本平RC　　　 松本隆史
７/７　消防自動車・医療用ベッド贈呈式、8RC会長就任式

佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司　　久保田啓藏
水越光男　　兼子充裕　　川澄千亜紀　原口一吉
高梨博行　　鈴木憲一

７/８　医療用ベッド贈呈式、シーロムRC会長就任式
佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司　　久保田啓藏
水越光男　　兼子充裕　　川澄千亜紀　原口一吉
高梨博行　　鈴木憲一

７/８　日本REC2650　　　水口二良
７/９　医療用ベッド贈呈式

佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司　　原口一吉
鈴木憲一

７/９　北海道2500REC　　野口英壽
７/17　北海道2500REC　　人見光一

新年度がスタートしました。第３分区ガバナー補
佐として一年間宜しくお願い致します。
今年度も宜しくお願いします。
鈴木会長、川﨑幹事一年間お世話になります。
ロータリー財団の献金を宜しくお願い致します。
私にとって本日が新年度スタートです。宜しくお
願いします。
暑いですね。体に気をつけましょう。
本日は前年度出席率100%会員表彰があります。
該当の皆様おめでとうございました。
本年度も宜しくお願いします。水害で被災された
方々、お見舞い申し上げます。
新年度ですね。本年も宜しくお願い致します。
今年度も宜しくお願い致します！
出席率100%会員表彰有難うございました。
先週の例会後に成田からバンコクに入り、翌日は
ウボンラチャタニーへ空路で移動しました。２箇
所の病院を訪問して、グローバルグラントの消防
自動車・医療用ベッド贈呈式、バンコクでシーロ
ムRC会長就任式がありました。
伊勢神宮参りに行って来ました。楽しかったで
す。

奉仕プロジェクト研究会が開催されます
日　時：７月28日㈯　10:30～15:00
場　所：三の丸ホテル　TEL.221-3011
出席者：米川幸喜職業奉仕委員長

原口一吉社会奉仕委員長
石井浩一姉妹・友好クラブ交流委員長
　（国際奉仕委員長代理）

第３分区ロータリーデー（識字率向上支援バザー）の参加者（敬称略）
赤岩賢二、久保田規子、小泉正史、川﨑紀子（４名）
＊暑い中、お疲れ様でした！

本年度第１回おひさま食堂が開催されます
日　時：７月21日㈯　11:30～13:30
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川町2563
集合時間：9:30（調理担当者 9:00まで）に集合
　　　　（メークアップ扱いとなります。）

次回例会日程
日　時：７月27日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：７月誕生祝い

クラブ懇談会

１

２

３

４

■財団BOX（７月13日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金（第３回）

$100　11,000円（累計$12,300）
橋本　哲会員……財団の友献金（第10回）

$100　11,000円（累計 $5,000）
小川啓子会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,000円（累計 $3,400）

この計　　　３件　　　$300　　　33,000円

■米山BOX（７月13日（金）扱）
笹館康男会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計670,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計520,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計440,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計440,000円）
橋本　哲会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計430,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計200,000円）
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計130,000円）

この計　　　７件　　　70,000円

第３分区ガバナー補佐　　　　　　 川上美智子 氏（水戸好文RC）
第３分区ガバナー補佐セクレタリー　井坂　陽子 氏（水戸好文RC）
米山奨学生　ウェイケ イケンナ スティーブ さん

■ゲスト

水戸西RC　多田久寿会員
水戸東RC　鬼澤紘一会員

■ビジター

牛舌入りフランクのグリルとカレー・ライス

季節の野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

タイ訪問

第３分区ロータリーデー


