
会食メニュー

ロータリーの時間「創立45周年記念事業の報告」
松本隆史実行委員長

水戸市への時計塔寄贈除幕式にはたくさんの会員の
皆さまにお集まり頂きありがとうございました。無事
に創立45周年記念事業を終えることが出来ました

卓話「ロータリー財団について」
地区ロータリー財団委員会補助金委員（VTT担当）

鯨岡則雄氏（水戸西ＲＣ）

水戸市内6RC親睦野球大会
たくさんのご参加、応援を頂きましてどうもありがとうござ
いました。次回大会は水戸南RCがホストクラブとなりますの
でご協力をお願いします。

米山功労者感謝状伝達米山奨学金授与　スティーブさん
「いつも奨学金をいただきどうも
ありがとうございます」
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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
幹 事 報 告

前　週訂正出席率72.73％
前々週訂正出席率80.90％92名 50名 42名 57.47％11月第２例会（11月９日）

出席状況

11月第２例会　11月９日（金）

小　鉢　ほうれん草お浸し
食　事　天丼

海老　鱚　烏賊　茄子　椎茸　獅子唐
香の物　三点盛
止　椀　味噌汁

豆腐　若布　葱

 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. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 斎藤孝夫会員（第４回）
 5. 出前授業の報告 谷島孝明青少年奉仕委員長
 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. 卓話「愛と希望の車イス」

NPO法人希望の車いす 理事長　谷　雅史氏
 理　事　土田友子氏

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会
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水戸市内及び近隣クラブ例会変更
水　戸RC…11月20日㈫　18:30～　於 三の丸ホテル
笠　間RC…11月22日㈭　定款第８条第１節により休会

11月29日㈭　18:00～　於 いなみ旅館
水戸東RC…11月29日㈭　定款第８条第１節により休会

水戸市内6RC親睦野球大会が開催されました。
野球大会出場者（敬称略）
深谷　智、神代学光、川﨑英輝、小泉正史、
河野正政、小路　實、松本隆史、根本 次、
根本直哉、大金　誠、岡村太郎、録田幸裕、
塩沢富夫、鈴木憲一、高梨博行、上野義哉、
米川幸喜　　　　　　　　　　　　　　　（17名）
応援団（敬称略）
長谷川國雄、一毛裕之、石井浩一、久保田啓藏、
久保田規子、笹館康男、川﨑紀子　　　（７名）

結　果：第３位　　MVP：録田幸裕会員

次回例会日程
日　時：11月30日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：11月の誕生祝い、クラブ懇談会
※11月23日㈮は、祝日のため休会となります。

■財団BOX（11月９日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金(第５回)

$100　 11,200円(累計$12,500)
長谷川國雄会員…財団の友献金(第３～10回、１・２回)

$1,000　112,000円(累計$12,200)
髙野　賢会員……財団の友献金(第10回)

$100　 11,200円(累計 $7,000)
井澤卓司会員……財団の友献金(第２回)

$100　 11,200円(累計 $6,200)
橋本　哲会員……財団の友献金(第１回)

$100　 11,200円(累計 $5,100)
市毛純一会員……財団の友献金(第７回)

$100　 11,200円(累計 $4,700)
及川　譲会員……財団の友献金　ポリオプラス(第10回)

$100　 11,200円(累計 $4,000)
米田英雄会員……財団の友献金(第９回)

$100　 11,200円(累計 $3,900)
深谷　智会員……財団の友献金(第８回)

$100　 11,200円(累計 $3,800）
石井浩一会員……財団の友献金(第６回)

$100　 11,200円(累計 $3,600)
小川啓子会員……財団の友献金(第５回)

$100　 11,200円(累計 $3,500)
長洲雅彦会員……財団の友献金(第２回)

$100　 11,200円(累計 $2,200)
奈良早苗会員……財団の友献金(第10回)

$100　 11,200円(累計 $2,000)
高柳益美会員……財団の友献金(第８回)

$100　 11,200円(累計 $1,800)
軍司由佳会員……財団の友献金(第10回)

$100　 11,200円(累計 $1,000)
久保田規子会員…財団の友献金(第８回)

$100　 11,200円(累計 $800)
高梨博行会員……財団の友献金(第７回)

$100　 11,200円(累計 $700)
川﨑英輝会員……財団の友献金(第４回)

$100　 11,200円(累計 $400)

この計　　　18件　　　$2,700　　　302,400円

地区ロータリー財団委員会補助金委員（VTT担当）　鯨岡則雄 氏（水戸西RC）
米山奨学生　ウェイケ イケンナ スティーブ さん

■ゲスト

ロータリー財団月間

鯨岡則雄会員（水戸西RC）
　　　　　　……

川﨑紀子会員……

高梨博行会員……
橋本　哲会員……

大金　誠会員……

髙野　賢会員……
松本隆史会員……

小路　實会員……

斎藤孝夫会員……
深谷　智会員……

奈良早苗会員……

米川幸喜会員……

郡司恵一郎会員…

鈴木由紀子会員…
太田聖史会員……

■ニコニコBOX（11月９日（金）扱）

本日はお招きいただきまして有難うございます。
今後共ロータリー財団へのご協力を宜しくお願い
致します。
地区ロータリー財団委員の鯨岡則雄様、本日は卓
話宜しくお願い致します。又、スティーブさん元
気になって良かったですね。
とても良い事がありました。幸せな気持ちです。
地区ロータリー財団委員の鯨岡則雄様、どうぞ宜
しくお願い致します。
やっと年金で今年も上半期の年会費が支払えまし
た。
健康の為に美味しいものを食べたいと思います。
地区ロータリー財団委員の鯨岡則雄様、卓話宜し
くお願いします。
明日は水戸市内6RC親睦野球大会です。皆様、宜
しくお願いします。忘れている人もいるでしょう！
秋らしくなりました。
今朝、４番目の孫が誕生しました。元気に人生を
進んでもらいたいです。
花の勉強の為、鹿児島に行って来ました。目から
鱗です。
次週16日㈮緑岡小学校にて出前授業を開催致し
ます。会員の皆様のご参加宜しくお願い致します。
会員増強委員会からのお願いです。今年度、新会
員候補者の紹介が少ないので、どうか皆様会員増
強にご協力ください。宜しくお願いします。
おせち宜しくお願いします。
寒くなりました。庭で放し飼いしている亀が冬眠
に入ったようです。

この計　　　15件　　　52,000円

■米山BOX（11月９日（金）扱）
石井浩一会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計160,000円)

この計　　　１件　　　10,000円

■会員メークアップ
11/３　奉仕プロジェクト委員長会議　　宇留野秀一
11/８　東京ピースウィングREC　　　　武田　誠



11月10日㈯　水戸市内6RC親睦野球大会

見てろよ～ 神代会員、ヨイショォ～～

打ち上げ

作戦会議？

午後はバッテリーが変更

皆で記念撮影

ありがとうございました！

打つぞ！！

仲良く乾杯

眞﨑さんも応援に駆けつけて

任せとけ

ん！？兄弟優秀選手には大活躍の録田幸
裕会員が選出されました！

笑顔でポーズ！！

　皆様、こんにちは。ロータリー財団委員の鯨岡則雄で
す。所属は水戸西RCです。本日はお招き頂きまして、
ありがとうございます。ロータリー財団についてご存知
の方も多くいらっしゃるとは思いますが、宜しくお願い
致します。
　ロータリー財団は1917年のアーチ．Ｃ．クランフの提
唱により創設されました。我々ロータリアンが社会に奉
仕するための財源を我々自身の手で集めるためです。そ
してロータリー財団の標語「世界で良いことをしよう」
を実践するために、ロータリー財団には集めた資金を利
用するための２つの代表的な補助金があります。
　１つは地区補助金（DG）、もう１つはグローバル補
助金（GG）です。
　DGはクラブの皆様で比較的自由に使える補助金で
す。ロータリーには６つの重点支援分野（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）
がありますが、地区補助金はこの重点分野に制約されず
に使えます。第2820地区の地区補助金参加率は全国
トップクラスです。
　一方、GGは国際的で大規模なプロジェクトに利用で
きる補助金で、重点分野に関連する内容である必要があ
ります。GGはVTT（職業研修チーム）、奨学金にも利
用されます。GGも当地区では積極的に利用されていま
す。「我々が拠出した寄付金を我々の手で奉仕に役立て
る」当地区はこれを実践していると言えます。
　GGは保健分野に多く利用されています。国連のデー
タによれば、保健や教育の水準が１人当たりGDPと高
い相関関係にあることが証明されています。すなわち保
健や教育の向上がひいては経済的な豊かさにつながると
いうことです。
　また、GGが紛争解決に目覚ましい貢献をした例もあ
ります。元国連難民高等弁務官の緒方貞子さんや現在国
連・軍縮担当事務次長の中満泉さんは、GGの奨学金を
利用して学んでいます。この２人はボスニアヘルツェゴ
ビナの平和に大きな尽力をしています。なお、当地区に

はGGの奨学金の他、新井義三・喜美子奨学金基金とい
う冠名基金があります。これは６つの重点分野に限定し
ない奨学金で、現在６万ドル程度が利用可能です。
　平和の分野ではロータリー平和フェローシッププログ
ラムという人材育成プログラムもあります。平和と紛争
解決に国際的に活躍する人材を育てることにも、ロータ
リー財団は貢献しています。
　ロータリー財団のもう１つの重要なプログラムとして
「ポリオプラス」があります。1980年にロータリーが
初めて提唱してから38年。当時はほぼ全世界に蔓延し
ていたポリオが、現在の発生は２か国のみとなってお
り、撲滅まであと少しです。疫病の撲滅により保健の予
算が別のものに振り向けられれば、家庭・地域社会・国
家経済はより強固になり発展していくことが可能になり
ます。ポリオプラスは重要なプログラムなのです。
　このように世界で良いことをするために役立っている
我々の財団資金ですが、利用するには一定の手続きが必
要です。皆様が身近で利用して下さっているDGは、申
請年度と実施年度の２年がかりのプロジェクトになりま
す。地区で一括して申請や報告を行いますので、各クラ
ブの足並みが揃うよう、申請から報告までの期限をしっ
かりと守ってクラブ一体となってプロジェクトを実施し
ていただきたいと思います。
　グローバル補助金は今年度から事前調査が義務付けら
れています。国際奉仕委員会と十分に調整の上、ご利用
いただきたいと思います。
　さて、我々の拠出する寄付金は、財団にてしっかりと
運用されたのち、３年後に我々の手で使える資金として
戻ってきます。ちなみに３年前に当地区で集まった28
万5千ドルの年次寄付金は、本年度33万ドル以上の利
用可能額となっています。
　当年度の目標寄付額は会員一人当たり・年次寄付
130ドル以上、ポリオ20ドル以上、合計150ドル以上
となっています。確実に世界で良いことに繋がっている
ロータリー財団の寄付とプログラムに、是非参加してく
ださい。

地区ロータリー財団委員会
　　補助金委員（VTT担当）　鯨岡則雄 氏（水戸西RC）

卓話「ロータリー財団について」

11月第２例会　11月９日（金） 水戸市内6RC親睦野球大会
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11月10日㈯　水戸市内6RC親睦野球大会

見てろよ～ 神代会員、ヨイショォ～～

打ち上げ

作戦会議？

午後はバッテリーが変更

皆で記念撮影

ありがとうございました！

打つぞ！！

仲良く乾杯

眞﨑さんも応援に駆けつけて

任せとけ

ん！？兄弟優秀選手には大活躍の録田幸
裕会員が選出されました！

笑顔でポーズ！！

　皆様、こんにちは。ロータリー財団委員の鯨岡則雄で
す。所属は水戸西RCです。本日はお招き頂きまして、
ありがとうございます。ロータリー財団についてご存知
の方も多くいらっしゃるとは思いますが、宜しくお願い
致します。
　ロータリー財団は1917年のアーチ．Ｃ．クランフの提
唱により創設されました。我々ロータリアンが社会に奉
仕するための財源を我々自身の手で集めるためです。そ
してロータリー財団の標語「世界で良いことをしよう」
を実践するために、ロータリー財団には集めた資金を利
用するための２つの代表的な補助金があります。
　１つは地区補助金（DG）、もう１つはグローバル補
助金（GG）です。
　DGはクラブの皆様で比較的自由に使える補助金で
す。ロータリーには６つの重点支援分野（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）
がありますが、地区補助金はこの重点分野に制約されず
に使えます。第2820地区の地区補助金参加率は全国
トップクラスです。
　一方、GGは国際的で大規模なプロジェクトに利用で
きる補助金で、重点分野に関連する内容である必要があ
ります。GGはVTT（職業研修チーム）、奨学金にも利
用されます。GGも当地区では積極的に利用されていま
す。「我々が拠出した寄付金を我々の手で奉仕に役立て
る」当地区はこれを実践していると言えます。
　GGは保健分野に多く利用されています。国連のデー
タによれば、保健や教育の水準が１人当たりGDPと高
い相関関係にあることが証明されています。すなわち保
健や教育の向上がひいては経済的な豊かさにつながると
いうことです。
　また、GGが紛争解決に目覚ましい貢献をした例もあ
ります。元国連難民高等弁務官の緒方貞子さんや現在国
連・軍縮担当事務次長の中満泉さんは、GGの奨学金を
利用して学んでいます。この２人はボスニアヘルツェゴ
ビナの平和に大きな尽力をしています。なお、当地区に

はGGの奨学金の他、新井義三・喜美子奨学金基金とい
う冠名基金があります。これは６つの重点分野に限定し
ない奨学金で、現在６万ドル程度が利用可能です。
　平和の分野ではロータリー平和フェローシッププログ
ラムという人材育成プログラムもあります。平和と紛争
解決に国際的に活躍する人材を育てることにも、ロータ
リー財団は貢献しています。
　ロータリー財団のもう１つの重要なプログラムとして
「ポリオプラス」があります。1980年にロータリーが
初めて提唱してから38年。当時はほぼ全世界に蔓延し
ていたポリオが、現在の発生は２か国のみとなってお
り、撲滅まであと少しです。疫病の撲滅により保健の予
算が別のものに振り向けられれば、家庭・地域社会・国
家経済はより強固になり発展していくことが可能になり
ます。ポリオプラスは重要なプログラムなのです。
　このように世界で良いことをするために役立っている
我々の財団資金ですが、利用するには一定の手続きが必
要です。皆様が身近で利用して下さっているDGは、申
請年度と実施年度の２年がかりのプロジェクトになりま
す。地区で一括して申請や報告を行いますので、各クラ
ブの足並みが揃うよう、申請から報告までの期限をしっ
かりと守ってクラブ一体となってプロジェクトを実施し
ていただきたいと思います。
　グローバル補助金は今年度から事前調査が義務付けら
れています。国際奉仕委員会と十分に調整の上、ご利用
いただきたいと思います。
　さて、我々の拠出する寄付金は、財団にてしっかりと
運用されたのち、３年後に我々の手で使える資金として
戻ってきます。ちなみに３年前に当地区で集まった28
万5千ドルの年次寄付金は、本年度33万ドル以上の利
用可能額となっています。
　当年度の目標寄付額は会員一人当たり・年次寄付
130ドル以上、ポリオ20ドル以上、合計150ドル以上
となっています。確実に世界で良いことに繋がっている
ロータリー財団の寄付とプログラムに、是非参加してく
ださい。

地区ロータリー財団委員会
　　補助金委員（VTT担当）　鯨岡則雄 氏（水戸西RC）

卓話「ロータリー財団について」
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11月10日㈯　水戸市内6RC親睦野球大会

見てろよ～ 神代会員、ヨイショォ～～

打ち上げ

作戦会議？

午後はバッテリーが変更

皆で記念撮影

ありがとうございました！

打つぞ！！

仲良く乾杯

眞﨑さんも応援に駆けつけて

任せとけ

ん！？兄弟優秀選手には大活躍の録田幸
裕会員が選出されました！

笑顔でポーズ！！

　皆様、こんにちは。ロータリー財団委員の鯨岡則雄で
す。所属は水戸西RCです。本日はお招き頂きまして、
ありがとうございます。ロータリー財団についてご存知
の方も多くいらっしゃるとは思いますが、宜しくお願い
致します。
　ロータリー財団は1917年のアーチ．Ｃ．クランフの提
唱により創設されました。我々ロータリアンが社会に奉
仕するための財源を我々自身の手で集めるためです。そ
してロータリー財団の標語「世界で良いことをしよう」
を実践するために、ロータリー財団には集めた資金を利
用するための２つの代表的な補助金があります。
　１つは地区補助金（DG）、もう１つはグローバル補
助金（GG）です。
　DGはクラブの皆様で比較的自由に使える補助金で
す。ロータリーには６つの重点支援分野（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）
がありますが、地区補助金はこの重点分野に制約されず
に使えます。第2820地区の地区補助金参加率は全国
トップクラスです。
　一方、GGは国際的で大規模なプロジェクトに利用で
きる補助金で、重点分野に関連する内容である必要があ
ります。GGはVTT（職業研修チーム）、奨学金にも利
用されます。GGも当地区では積極的に利用されていま
す。「我々が拠出した寄付金を我々の手で奉仕に役立て
る」当地区はこれを実践していると言えます。
　GGは保健分野に多く利用されています。国連のデー
タによれば、保健や教育の水準が１人当たりGDPと高
い相関関係にあることが証明されています。すなわち保
健や教育の向上がひいては経済的な豊かさにつながると
いうことです。
　また、GGが紛争解決に目覚ましい貢献をした例もあ
ります。元国連難民高等弁務官の緒方貞子さんや現在国
連・軍縮担当事務次長の中満泉さんは、GGの奨学金を
利用して学んでいます。この２人はボスニアヘルツェゴ
ビナの平和に大きな尽力をしています。なお、当地区に

はGGの奨学金の他、新井義三・喜美子奨学金基金とい
う冠名基金があります。これは６つの重点分野に限定し
ない奨学金で、現在６万ドル程度が利用可能です。
　平和の分野ではロータリー平和フェローシッププログ
ラムという人材育成プログラムもあります。平和と紛争
解決に国際的に活躍する人材を育てることにも、ロータ
リー財団は貢献しています。
　ロータリー財団のもう１つの重要なプログラムとして
「ポリオプラス」があります。1980年にロータリーが
初めて提唱してから38年。当時はほぼ全世界に蔓延し
ていたポリオが、現在の発生は２か国のみとなってお
り、撲滅まであと少しです。疫病の撲滅により保健の予
算が別のものに振り向けられれば、家庭・地域社会・国
家経済はより強固になり発展していくことが可能になり
ます。ポリオプラスは重要なプログラムなのです。
　このように世界で良いことをするために役立っている
我々の財団資金ですが、利用するには一定の手続きが必
要です。皆様が身近で利用して下さっているDGは、申
請年度と実施年度の２年がかりのプロジェクトになりま
す。地区で一括して申請や報告を行いますので、各クラ
ブの足並みが揃うよう、申請から報告までの期限をしっ
かりと守ってクラブ一体となってプロジェクトを実施し
ていただきたいと思います。
　グローバル補助金は今年度から事前調査が義務付けら
れています。国際奉仕委員会と十分に調整の上、ご利用
いただきたいと思います。
　さて、我々の拠出する寄付金は、財団にてしっかりと
運用されたのち、３年後に我々の手で使える資金として
戻ってきます。ちなみに３年前に当地区で集まった28
万5千ドルの年次寄付金は、本年度33万ドル以上の利
用可能額となっています。
　当年度の目標寄付額は会員一人当たり・年次寄付
130ドル以上、ポリオ20ドル以上、合計150ドル以上
となっています。確実に世界で良いことに繋がっている
ロータリー財団の寄付とプログラムに、是非参加してく
ださい。

地区ロータリー財団委員会
　　補助金委員（VTT担当）　鯨岡則雄 氏（水戸西RC）

卓話「ロータリー財団について」
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会食メニュー

ロータリーの時間「創立45周年記念事業の報告」
松本隆史実行委員長

水戸市への時計塔寄贈除幕式にはたくさんの会員の
皆さまにお集まり頂きありがとうございました。無事
に創立45周年記念事業を終えることが出来ました

卓話「ロータリー財団について」
地区ロータリー財団委員会補助金委員（VTT担当）

鯨岡則雄氏（水戸西ＲＣ）

水戸市内6RC親睦野球大会
たくさんのご参加、応援を頂きましてどうもありがとうござ
いました。次回大会は水戸南RCがホストクラブとなりますの
でご協力をお願いします。

米山功労者感謝状伝達米山奨学金授与　スティーブさん
「いつも奨学金をいただきどうも
ありがとうございます」

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

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
幹 事 報 告

前　週訂正出席率72.73％
前々週訂正出席率80.90％92名 50名 42名 57.47％11月第２例会（11月９日）

出席状況

11月第２例会　11月９日（金）

小　鉢　ほうれん草お浸し
食　事　天丼

海老　鱚　烏賊　茄子　椎茸　獅子唐
香の物　三点盛
止　椀　味噌汁

豆腐　若布　葱

 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. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 斎藤孝夫会員（第４回）
 5. 出前授業の報告 谷島孝明青少年奉仕委員長
 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. 卓話「愛と希望の車イス」

NPO法人希望の車いす 理事長　谷　雅史氏
 理　事　土田友子氏

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

11月第３例会プログラム
2018年11月16日（金）

１

２

３

2018年（平成30年）11月16日（金）
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水戸市内及び近隣クラブ例会変更
水　戸RC…11月20日㈫　18:30～　於 三の丸ホテル
笠　間RC…11月22日㈭　定款第８条第１節により休会

11月29日㈭　18:00～　於 いなみ旅館
水戸東RC…11月29日㈭　定款第８条第１節により休会

水戸市内6RC親睦野球大会が開催されました。
野球大会出場者（敬称略）
深谷　智、神代学光、川﨑英輝、小泉正史、
河野正政、小路　實、松本隆史、根本 次、
根本直哉、大金　誠、岡村太郎、録田幸裕、
塩沢富夫、鈴木憲一、高梨博行、上野義哉、
米川幸喜　　　　　　　　　　　　　　　（17名）
応援団（敬称略）
長谷川國雄、一毛裕之、石井浩一、久保田啓藏、
久保田規子、笹館康男、川﨑紀子　　　（７名）

結　果：第３位　　MVP：録田幸裕会員

次回例会日程
日　時：11月30日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：11月の誕生祝い、クラブ懇談会
※11月23日㈮は、祝日のため休会となります。

■財団BOX（11月９日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金(第５回)

$100　 11,200円(累計$12,500)
長谷川國雄会員…財団の友献金(第３～10回、１・２回)

$1,000　112,000円(累計$12,200)
髙野　賢会員……財団の友献金(第10回)

$100　 11,200円(累計 $7,000)
井澤卓司会員……財団の友献金(第２回)

$100　 11,200円(累計 $6,200)
橋本　哲会員……財団の友献金(第１回)

$100　 11,200円(累計 $5,100)
市毛純一会員……財団の友献金(第７回)

$100　 11,200円(累計 $4,700)
及川　譲会員……財団の友献金　ポリオプラス(第10回)

$100　 11,200円(累計 $4,000)
米田英雄会員……財団の友献金(第９回)

$100　 11,200円(累計 $3,900)
深谷　智会員……財団の友献金(第８回)

$100　 11,200円(累計 $3,800）
石井浩一会員……財団の友献金(第６回)

$100　 11,200円(累計 $3,600)
小川啓子会員……財団の友献金(第５回)

$100　 11,200円(累計 $3,500)
長洲雅彦会員……財団の友献金(第２回)

$100　 11,200円(累計 $2,200)
奈良早苗会員……財団の友献金(第10回)

$100　 11,200円(累計 $2,000)
高柳益美会員……財団の友献金(第８回)

$100　 11,200円(累計 $1,800)
軍司由佳会員……財団の友献金(第10回)

$100　 11,200円(累計 $1,000)
久保田規子会員…財団の友献金(第８回)

$100　 11,200円(累計 $800)
高梨博行会員……財団の友献金(第７回)

$100　 11,200円(累計 $700)
川﨑英輝会員……財団の友献金(第４回)

$100　 11,200円(累計 $400)

この計　　　18件　　　$2,700　　　302,400円

地区ロータリー財団委員会補助金委員（VTT担当）　鯨岡則雄 氏（水戸西RC）
米山奨学生　ウェイケ イケンナ スティーブ さん

■ゲスト

ロータリー財団月間

鯨岡則雄会員（水戸西RC）
　　　　　　……

川﨑紀子会員……

高梨博行会員……
橋本　哲会員……

大金　誠会員……

髙野　賢会員……
松本隆史会員……

小路　實会員……

斎藤孝夫会員……
深谷　智会員……

奈良早苗会員……

米川幸喜会員……

郡司恵一郎会員…

鈴木由紀子会員…
太田聖史会員……

■ニコニコBOX（11月９日（金）扱）

本日はお招きいただきまして有難うございます。
今後共ロータリー財団へのご協力を宜しくお願い
致します。
地区ロータリー財団委員の鯨岡則雄様、本日は卓
話宜しくお願い致します。又、スティーブさん元
気になって良かったですね。
とても良い事がありました。幸せな気持ちです。
地区ロータリー財団委員の鯨岡則雄様、どうぞ宜
しくお願い致します。
やっと年金で今年も上半期の年会費が支払えまし
た。
健康の為に美味しいものを食べたいと思います。
地区ロータリー財団委員の鯨岡則雄様、卓話宜し
くお願いします。
明日は水戸市内6RC親睦野球大会です。皆様、宜
しくお願いします。忘れている人もいるでしょう！
秋らしくなりました。
今朝、４番目の孫が誕生しました。元気に人生を
進んでもらいたいです。
花の勉強の為、鹿児島に行って来ました。目から
鱗です。
次週16日㈮緑岡小学校にて出前授業を開催致し
ます。会員の皆様のご参加宜しくお願い致します。
会員増強委員会からのお願いです。今年度、新会
員候補者の紹介が少ないので、どうか皆様会員増
強にご協力ください。宜しくお願いします。
おせち宜しくお願いします。
寒くなりました。庭で放し飼いしている亀が冬眠
に入ったようです。

この計　　　15件　　　52,000円

■米山BOX（11月９日（金）扱）
石井浩一会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計160,000円)

この計　　　１件　　　10,000円

■会員メークアップ
11/３　奉仕プロジェクト委員長会議　　宇留野秀一
11/８　東京ピースウィングREC　　　　武田　誠


