
会食メニュー

８月22日㈬に
1－3奉仕研究会が
開催されました。
於 ぬりや

８月25日㈯に
おひさま食堂が開催
されました。
於 赤塚市民センター

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
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週　報

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

幹 事 報 告

 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 鈴木憲一会長
 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. 「タイでの奉仕活動報告」

 石井浩一姉妹・友好クラブ交流委員長
 9. 「ガバナー公式訪問スケジュールについて」

 河野正政会場運営委員長
10. 卓話「ガバナー公式訪問に備えて」

 川上美智子第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

８月第５例会プログラム
2018年８月31日（金）

薄切りポークの湯引きサラダ

翡翠仕立てのトロミスープ

角切りチキンの甘味噌炒め

ぷりぷり海老と卵のチリソース

白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐
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2018年（平成30年）８月31日（金）

長谷川國雄会員…
鈴木憲一会員……

松本隆史会員……

小川啓子会員……
大森三男会員……
久保田啓藏会員…
小路　實会員……

笹館康男会員・米田英雄会員…ご家族の皆様ようこそ！
川澄千亜紀会員…
赤岩賢二会員……
長洲雅彦会員……

谷島孝明会員……
岡村太郎会員……

小泉正史会員……

久保田規子会員…

田村　大会員……
高梨博行会員……

録田幸裕会員……
長岡秀典会員……
田口喜三郎会員…

大金　誠会員……

髙野　賢会員・北原　実会員…楽しい一時をと思います。　　　　
根本 次会員……

水越光男会員……
及川　譲会員……
山本　大会員……
奈良早苗会員……

橋本　哲会員……

野口英壽会員……
上野義哉会員……
原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…
石川啓司会員……
郡司恵一郎会員…

髙橋伸之会員……
太田聖史会員……
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前　週訂正出席率73.26％
前々週訂正出席率66.29％
ご家族…106名
（米山奨学生ご家族…４名含む）

92名 62名 30名 71.26％８月第４例会（８月24日）
出席状況

８月第４例会　８月24日（金）

■ニコニコBOX（８月24日（金）扱）

この計　　　38件　　　164,000円

■会員メークアップ
８/23　東京ピースウィングREC　　石井浩一

納涼家族例会楽しみにしています。
ご参加の水戸南RC会員、ご家族の皆様、楽しい
時間をお過ごし下さい。
本日、家族８名がお世話になります。宜しくお願
い致します。
今日は宜しくお願いします。
納涼家族例会を楽しみにしておりました！！
誕生祝い有難うございます。納涼家族例会を記念して。
誕生祝い有難うございます。台風により今日の納
涼家族例会に孫が出席できなくなった為、一人で
来ました。寂しい…

お久し振りです。今日は宜しくお願い致します。
親睦活動委員会の皆様、お世話になります。
親睦活動委員会、SAAの皆様、納涼家族例会の
準備有難うございました。
皆様ようこそ。
本日は沢山のご家族の皆様にお越し頂き有難うご
ざいました！
今日の納涼家族例会、楽しみにしています。今日
は娘の13歳の誕生日です。
皆様お疲れ様です。今日はわんぱく息子と一緒で
す。宜しくお願い致します。
皆様で楽しい時間を過ごしましょう。
今年初めての納涼家族例会参加です。宜しくお願
いします。
今後とも家族共々宜しくお願いします。
初めての納涼家族例会、宜しくお願いします。
楽しい賑やかな納涼家族例会を歓迎します。女
房、次女、孫と楽しみます。
今日から関東ブロック国体が始まりました。ラグ
ビーは午前７時からで明日もあります。

家族がお世話になります。親睦活動委員会の皆
様、お疲れ様です。
家族の皆様ようこそ。
宜しくお願い致します。
各委員会の皆様ご苦労様です。
会場作り、運営のメンバーに感謝します。素敵な
納涼家族例会になりますように。
今日、明日、明後日は水戸で国体ラグビーの関東
予選を開催しております。
今日は家族でお世話になります。
楽しい時間を過ごしましょう。
今日の納涼家族例会お世話になります。
本日は納涼家族例会、楽しみにしています。
親睦活動委員会の皆様ご苦労様です。
母大正13年８月21日生まれ94歳。元気に出席
出来ました。
有難うございます。
親睦活動委員会の皆様ご苦労様です。

８月22日㈬ １－３奉仕研究会参加者（敬称略）
原口一吉、人見光一、一毛裕之、兼子充裕、
小泉正史、河野正政、桑名武之、根本直哉、
岡村太郎、島根昌明、篠原　勉、上野義哉、
谷島孝明、山本　大、米田英雄、米川幸喜、
録田幸裕、長岡秀典、二川隆司、鈴木忠夫、
田村　大、石井邦明、高梨博行、井澤卓司、
小路　實、松本隆史、水口二良、中川勝義、
笹館康男、鈴木憲一、川﨑紀子　　　　　（31名）

第２回おひさま食堂参加者（敬称略）
深谷　智、軍司由佳、原口一吉、一毛裕之、
金原和美、小泉正史、久保田規子、長洲雅彦、
奈良早苗、小川啓子、岡村太郎、笹館康男、
鈴木憲一、上野義哉、宇留野秀一、米田英雄、
川﨑紀子　　　　　　　　　　　　　　　（17名）

次回例会日程
日　時：９月７日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：髙橋賢吾ガバナー公式訪問

11:40～　ガバナーとの協議会
12:30～　例会・ガバナー記念講演
13:30～　記念撮影
14:00～　クラブ協議会
16:30～　懇親会

※白ジャケットのある方は着用をお願い致します。

　８月24日㈮の納涼家族例会に参加の会員の皆
様・ご家族の皆様・今回出席できなかった皆様、午
前中から設営に携わった会員の皆様・お手伝いの皆
様・ホテルの皆様、ご協力ありがとうございまし
た。また、協賛をしてくださった会員の皆様ありが
とうございました。
～～次回家族例会　2019年１月11日㈮～～

■財団BOX（８月24日（金）扱）
高柳益美会員……財団の友献金（第７回)

　$100　11,200円（累計$1,700）
川﨑紀子会員……ベネファクター献金（第２回）

$100　11,200円（累計 $200）

この計　　　２件　　　$200　　　22,400円

■米山BOX（８月24日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計980,000円）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計240,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

米山奨学生　ウエイケ イケンナ スティーブさん
ご 家 族　アマラさん、デイビットくん、カイマちゃん、ギーディオンくん

■ゲスト

会員増強・
新クラブ結成推進月間



８月お誕生日の方々です。おめでとうございます。

橋本会員にマルチプル・ポール・ハリス・フェローピン
（第４回）が伝達されました。

ロータリーの時間～鈴木（憲）会
長からのお話

８月生まれを代表して久保田（啓）
会員から挨拶がありました。

ウェイケ イケンナ スティーブさんに米山奨学金が授与
されました。

司会のお二人 鈴木（憲）会長からの挨拶 長谷川パストガバナーによる乾杯
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笹館康男、鈴木憲一、川﨑紀子　　　　　（31名）

第２回おひさま食堂参加者（敬称略）
深谷　智、軍司由佳、原口一吉、一毛裕之、
金原和美、小泉正史、久保田規子、長洲雅彦、
奈良早苗、小川啓子、岡村太郎、笹館康男、
鈴木憲一、上野義哉、宇留野秀一、米田英雄、
川﨑紀子　　　　　　　　　　　　　　　（17名）

次回例会日程
日　時：９月７日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：髙橋賢吾ガバナー公式訪問

11:40～　ガバナーとの協議会
12:30～　例会・ガバナー記念講演
13:30～　記念撮影
14:00～　クラブ協議会
16:30～　懇親会

※白ジャケットのある方は着用をお願い致します。

　８月24日㈮の納涼家族例会に参加の会員の皆
様・ご家族の皆様・今回出席できなかった皆様、午
前中から設営に携わった会員の皆様・お手伝いの皆
様・ホテルの皆様、ご協力ありがとうございまし
た。また、協賛をしてくださった会員の皆様ありが
とうございました。
～～次回家族例会　2019年１月11日㈮～～

■財団BOX（８月24日（金）扱）
高柳益美会員……財団の友献金（第７回)

　$100　11,200円（累計$1,700）
川﨑紀子会員……ベネファクター献金（第２回）

$100　11,200円（累計 $200）

この計　　　２件　　　$200　　　22,400円

■米山BOX（８月24日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計980,000円）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計240,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

米山奨学生　ウエイケ イケンナ スティーブさん
ご 家 族　アマラさん、デイビットくん、カイマちゃん、ギーディオンくん

■ゲスト

会員増強・
新クラブ結成推進月間


