
会食メニュー

日本のロータリー100周年を記念して作られた第2820地区の鐘について説明す
る髙橋賢吾ガバナー。本日はこの鐘で点鐘が行われました。

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
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週　報
幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

髙橋賢吾RI第2820地区ガバナー（水戸西RC）
　　　　　　……
川上美智子第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
　　　　　　……
永田雄治会員（春日部西RC）
　　　　　　……
長谷川國雄会員…
鈴木憲一会員……
川﨑紀子会員……

佐藤昌樹会員……
笹館康男会員・中川勝義会員・米田英雄会員
　　　　　　……
塩沢富夫会員……

綿引甚介会員……

一毛裕之会員……

久保田啓藏会員…
根本　次会員……

水越光男会員・菊池秀機会員・川﨑英輝会員
　　　　　　……
小路　實会員……

篠原　勉会員・赤岩賢二会員
　　　　　　……
中本邦彦会員……
及川　譲会員……

川澄千亜紀会員…
米川幸喜会員……

谷島孝明会員……
岡村太郎会員……

石川啓司会員……
髙橋伸之会員……
石井浩一会員……

この計　　　34件　　　127,000円

鈴木由紀子会員…

川﨑篤之会員……

太田聖史会員……

眞﨑美奈子事務局員
　　　　　　……

髙橋賢吾ガバナー、本日は宜しくお願い
致します。
９月29日に茨城ロボッツ新シーズン開
幕です。応援宜しくお願いします。なか
なか出席できず、すみません。
祖父59歳、父親56歳、自分は53歳か
と思っておりましたが、先日54歳にな
ることが出来ました。

会葬御礼、主人の母が91歳で亡くなりま
した。葬儀には会長、幹事はじめ会員の
方々に参列して頂き有難うございました。

 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. 米山奨学金授与

 ウェイケ イケンナ スティーブさん
 5. ロータリーの時間 鈴木憲一会長
 6. 雑誌の時間 櫻井盛二雑誌委員
 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. 卓話「識字率向上月間に因んで」

 橋本　哲国際奉仕委員長
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

９月第２例会プログラム
2018年９月14日（金）
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９月第１例会　９月７日（金）

■ニコニコBOX（９月７日（金）扱）

■会員メークアップ
９/１　ロータリー財団委員会　　　　　　宇留野秀一
９/５　北海道2500REC　　　　　　　　菊池秀機
９/６　第９回米山記念奨学会評議員会　　長谷川國雄

本日の公式訪問、宜しくお願い致します。

本日の公式訪問、宜しくお願い致します。

本日はメークアップ宜しくお願いします。
髙橋賢吾ガバナー、ご指導宜しくお願いします。
多くのご参加を頂きまして有難うございます。
髙橋賢吾ガバナー、本日はご指導宜しくお願い致
します。
髙橋賢吾ガバナー、ようこそ。

髙橋賢吾ガバナー、宜しくお願い致します。
髙橋賢吾ガバナー、小倉地区幹事、林地区会計
長、ようこそいらっしゃいました。
髙橋賢吾ガバナー、ようこそ水戸南RCにお越頂
き、今後共、宜しくお願いします。
髙橋賢吾ガバナー、今日は一日宜しくお願い致し
ます。
髙橋賢吾ガバナーの公式訪問を記念して。
髙橋賢吾ガバナー、本日はようこそ！宜しくお願
い致します。

髙橋賢吾ガバナー、本日は宜しくお願いします。
髙橋賢吾ガバナー、川上美智子第３分区ガバナー
補佐、小倉地区幹事、林地区会計長、本日は有難
うございます。

髙橋賢吾ガバナーようこそ。
髙橋賢吾ガバナー、宜しくお願い致します。
髙橋賢吾ガバナー、本日はガバナー公式訪問宜し
くお願い致します。
髙橋賢吾ガバナー、今日は有難うございます。
髙橋賢吾ガバナー、本日は宜しくお願い致しま
す。SAA、親睦活動委員会の皆様、準備ご苦労
様です。
宜しくお願いします。
髙橋賢吾ガバナー、本日はどうぞ宜しくお願い致
します。
髙橋賢吾ガバナー、息切れしないで下さいね。
髙橋賢吾ガバナー、ようこそ！
髙橋賢吾ガバナー、御指導宜しくお願いします！

1－3奉仕研究会が開催されます
日　時：９月19日㈬　18:30～
場　所：でん助　TEL.221-8987
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります。）

会員動静
上野義哉会員の役職が、代表取締役社長に変更とな
ります。

今年度第１回SRGコンペが開催されます
日　時：９月20㈭　第１組 9:31スタート
場　所：スターツ笠間ゴルフ倶楽部（笠間市池野辺2340）
費　用：プレー費　各自清算（キャディー付）
SRG会費：3,000円
総　会：於 でん助　TEL.221-8987
　　　　17:30～予定（プレー終了後）

水戸近隣クラブ例会変更について
笠間RC…９月20日㈭⇒９月17日（月・祝）　11:00～

於 北山公園BBQ場（障がい者との交流の為）

次回例会日程
【職場訪問：水戸プラザホテル】
日　時：９月21日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル アンフィシアタールーム
内　容：めったに見ることのできない水戸プラザホ

テルさんの裏側と、大阪リッツカールトン
ホテルさんから送られた『おもてなし』の
資料映像を上映。

■財団BOX（９月７日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第７回)

$100　11,200円（累計$14,700）
松本隆史会員……財団の友献金（第７回)

$100　11,200円（累計 $5,700）
櫻井盛二会員……財団の友献金（第10回)

$100　11,200円（累計 $5,000）
兼子充裕会員……財団の友献金（第６回)

　$100　11,200円（累計 $3,600）
佐藤昌樹会員……財団の友献金（第７回)

$100　11,200円（累計 $2,700）
長洲雅彦会員……財団の友献金（第１回)

$100　11,200円（累計 $2,100）
小路　實会員……ベネファクター献金（第２回）

$100　11,200円（累計 $200）
眞﨑美奈子事務局員…メモリアル・コントリビューター（母 きぬいの為に）

財団の友献金　ポリオプラス（第１回）
$100　11,200円（累計 $100）

この計　　　８件　　　$800　　　89,600円

■米山BOX（９月７日（金）扱）
櫻井盛二会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計580,000円）
松本隆史会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計490,000円）
佐藤昌樹会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計190,000円）
軍司由佳会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）

この計　　　４件　　　40,000円

RI第2820地区ガバナー　　　　　　　髙橋賢吾 氏（水戸西RC）
RI第2820地区第３分区ガバナー補佐　川上美智子 氏（水戸好文RC）
RI第2820地区幹事　　　　　　　　　小倉克夫 氏（水戸西RC）
RI第2820地区会計長　　　　　　　　林　　明 氏（水戸西RC）
RI第2820地区第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）

■ゲスト

春日部西RC　永田雄治会員
水戸RC　　　秋山現信会員

■ビジター

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間

コーン　サラダ
サクラ海老と卵のトロミスープ

細切りビーフのオイスターソース炒め
陳さんのマーボー豆腐
白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐

前　週訂正出席率70.79％
前々週訂正出席率75.00％92名 65名 27名 75.58％９月第１例会（９月７日）

出席状況



午前に行われた協議会 開会３分前です。

例会直前のスナップ

髙橋賢吾ガバナーの講演を皆さん真剣に聞き入っていました。 例会後に行われたクラブ協議会

鈴木憲一会長による点鐘 会食の様子

会食の様子 髙橋賢吾ガバナーによる記念講演
講演の終盤は壇上から降りて、スティーブ・ジョブズのような動きで話されました。
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会員動静
上野義哉会員の役職が、代表取締役社長に変更とな
ります。

今年度第１回SRGコンペが開催されます
日　時：９月20㈭　第１組 9:31スタート
場　所：スターツ笠間ゴルフ倶楽部（笠間市池野辺2340）
費　用：プレー費　各自清算（キャディー付）
SRG会費：3,000円
総　会：於 でん助　TEL.221-8987
　　　　17:30～予定（プレー終了後）

水戸近隣クラブ例会変更について
笠間RC…９月20日㈭⇒９月17日（月・祝）　11:00～

於 北山公園BBQ場（障がい者との交流の為）

次回例会日程
【職場訪問：水戸プラザホテル】
日　時：９月21日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル アンフィシアタールーム
内　容：めったに見ることのできない水戸プラザホ

テルさんの裏側と、大阪リッツカールトン
ホテルさんから送られた『おもてなし』の
資料映像を上映。

■財団BOX（９月７日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第７回)

$100　11,200円（累計$14,700）
松本隆史会員……財団の友献金（第７回)

$100　11,200円（累計 $5,700）
櫻井盛二会員……財団の友献金（第10回)

$100　11,200円（累計 $5,000）
兼子充裕会員……財団の友献金（第６回)

　$100　11,200円（累計 $3,600）
佐藤昌樹会員……財団の友献金（第７回)

$100　11,200円（累計 $2,700）
長洲雅彦会員……財団の友献金（第１回)

$100　11,200円（累計 $2,100）
小路　實会員……ベネファクター献金（第２回）

$100　11,200円（累計 $200）
眞﨑美奈子事務局員…メモリアル・コントリビューター（母 きぬいの為に）

財団の友献金　ポリオプラス（第１回）
$100　11,200円（累計 $100）

この計　　　８件　　　$800　　　89,600円

■米山BOX（９月７日（金）扱）
櫻井盛二会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計580,000円）
松本隆史会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計490,000円）
佐藤昌樹会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計190,000円）
軍司由佳会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）

この計　　　４件　　　40,000円

RI第2820地区ガバナー　　　　　　　髙橋賢吾 氏（水戸西RC）
RI第2820地区第３分区ガバナー補佐　川上美智子 氏（水戸好文RC）
RI第2820地区幹事　　　　　　　　　小倉克夫 氏（水戸西RC）
RI第2820地区会計長　　　　　　　　林　　明 氏（水戸西RC）
RI第2820地区第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）

■ゲスト

春日部西RC　永田雄治会員
水戸RC　　　秋山現信会員

■ビジター

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間

コーン　サラダ
サクラ海老と卵のトロミスープ

細切りビーフのオイスターソース炒め
陳さんのマーボー豆腐
白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐

前　週訂正出席率70.79％
前々週訂正出席率75.00％92名 65名 27名 75.58％９月第１例会（９月７日）

出席状況


