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卓話終了後、
鈴木憲一会長と一緒に

岡村太郎親睦活動委員長から①
新年家族例会のお礼、②３月30日
㈯に予定している〈春の親睦会〉
の説明、③1月26日㈯の野球部必
勝祈願の案内がありました！！

郡司孝夫地区奉仕プロジェクト総括委員長による卓話
「職業奉仕月間に因んで」のテーマで話されました

１月16日㈬ 名取亭に於いて1－3奉仕研究会が開催されました
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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

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

週　報
■米山BOX（１月18日（金）扱）
笹館康男会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計690,000円)
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計490,000円)
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計 60,000円)
小泉正史会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 50,000円)

この計　　　４件　　　40,000円

■会員メークアップ
１/９　米山選考委員会　　長谷川國雄　　米川幸喜　　島根昌明
１/16　水戸西RC　　　　　大金　誠

 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. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

米田英雄会員（第３回）
 6. 雑誌の時間 久保田規子雑誌副委員長
 7. 親睦の時間「１月誕生祝」 親睦活動委員会

 ８日 一毛裕之　　 ９日 川﨑篤之
10日 石井浩一　　18日 大原康宏
28日 中川勝義　　29日 笹館康男

 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ」
①職業分類　②会員選考　③会員増強
④ロータリー情報　⑤クラブ管理運営
⑥親睦活動　⑦会場運営　⑧プログラム
⑨広報　⑩会報  ⑪IT資料　⑫雑誌

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

１月第４例会プログラム
2019年１月25日（金）
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第８回定例理事会が開催されます
日　時：１月28日㈪　18:30～
場　所：茶の間　水戸市南町1-2-4

TEL.231-1735
（メークアップとなります。皆様のご参加お待ちしております。）

第３分区IMが開催されます
日　時：２月24日㈰　登録13:00～　開会13:30～
場　所：三の丸ホテル　水戸市三の丸2-1-1

TEL.221-3011
講　師：茨城県知事　大井川和彦氏
※理事、役員、委員長、入会３年未満の会員は是非
ご出席をお願い致します。現在10名の会員のみ
のご登録となっております。ガバナー補佐より
20名以上の要請が来ておりますので、ご協力の
程宜しくお願い致します。

（メークアップ扱いとなります。出欠は本日中に事務局までお願い致します。）

会員動静
神代学光会員が本社異動の為、１月末付で退会とな
ります。

1－3奉仕研究会参加者（敬称略）
井澤卓司、小路　實、久保田啓藏、松本隆史、
人見光一、一毛裕之、菊池秀機、小泉正史、
河野正政、根本直哉、上野義哉、谷島孝明、
山本　大、米田英雄、米川幸喜、米森　厚、
録田幸裕、二川隆司、鈴木忠夫、田村　大、
高梨博行、長岡秀典、鈴木憲一、川﨑紀子（24名）

次回例会日程
日　時：２月１日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画発表Ⅱ」
※各委員会委員長の皆様よろしくお願い致します。

前　週訂正出席率79.55％
前々週訂正出席率74.42％92名 50名 42名 58.82％１月第３例会（１月18日）

出席状況

１月第３例会　１月18日（金）
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職業奉仕月間

国産牛テール肉コンフィの黄身揚げとカレー・ライス
春野菜を添えて

季節のサラダ　　コーヒー

水戸RC　北島重司会員　髙原一嘉会員■ビジター

地区奉仕プロジェクト総括委員長　郡司孝夫 氏（水戸西RC）
■ゲスト

郡司孝夫地区奉仕プロジェクト総括委員長（水戸西RC）
　　　　　　……
二川隆司会員……
橋本　哲会員……
久信田秀一会員…

岡村太郎会員……

久保田啓藏会員…

市毛純一会員……
松本隆史会員……

篠原　勉会員……

米田英雄会員……
水越光男会員……

菊池秀機会員……

米川幸喜会員……

高柳益美会員……
原口一吉会員……

神代学光会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（１月18日（金）扱）

本日の卓話、宜しくお願い致します。
新年家族例会楽しかったです。
息子が中学受験で志望校に合格致しました。
新年明けましておめでとうございます。今年も宜
しくお願いします。
先週の新年家族例会は多数ご参加頂き有難うござ
いました。沢山のご協賛も頂き深く感謝申し上げ
ます。
新年明けましておめでとうございます。今年も宜
しくお願い致します。
連休明けの例会ですね。
奉仕プロジェクト総括委員長の郡司孝夫様、卓話
ご苦労様です。
遅れましたが明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願い致します。
寒い日が続きますので、皆様お身体ご自愛下さ
い。
新年家族例会、1－3奉仕研究会新年会と設営の
皆様、大変お疲れ様でした。
本年も宜しくお願い致します。新年家族例会では
親睦活動委員会の皆様お世話になりました。
ニコニコBOX委員の皆様、頑張って下さい。
私は風邪を引いてしまいましたが、皆様風邪など
引かないように。
毎日寒い日が続きますね。皆様お身体お気をつけ
下さい。
寒いのでインフルエンザ等に気を付けているので
すが、何かと集会が多いので、アルコール消毒が
必要ですね。

この計　　　17件　　　70,000円

■財団BOX（１月18日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金(第６回)

$100　11,200円(累計$12,600)
米川幸喜会員……財団の友献金(第２回)

$100　11,200円(累計 $2,200)
川﨑紀子会員……ベネファクター献金(第５回)

$100　11,200円(累計 $500)

この計　　　３件　　　$300　　　33,600円

【訂正とお詫び】
　１月第３例会（１/18）週報において、「2018年
７月～12月出席100％会員」に、１名の掲載漏れが
ございましたので、訂正しお詫び申し上げます。

・小泉正史会員　　　（計39名）



職業分類委員会
委員長　大原　康宏

１．上半期実績
・2018年８月、長岡秀典会員入会。所属委員会は、親
睦活動委員会。
　〈職業分類〉内装工事業
・2017-2018年度職業分類委員会の武田委員長編集
の職業分類表の確認処理をしました。

２．下半期活動計画
・新会員の職業分類を適正に行う。
・職業分類表の精査を行う。
・茅根正人氏の入会準備中。

会員選考委員会
委員長　塩沢　富夫

１．上半期実績
　上半期は推薦されたのが長岡秀典会員だけでした。長
岡会員について慎重に審査した結果、新会員として迎え
ることができました。

２．下半期活動計画
　下半期についても、上半期同様推薦者があれば、慎重
に審査を行ってまいります。

会員増強委員会
委員長　郡司恵一郎

１．上半期実績
　会員数91名でスタートし、８月に１名の会員増強に
成功し、１月現在で会員数92名。
　純増１名です。

２．下半期活動計画
　下半期は、３月に１名の新会員が入会予定です。
　今後は退会防止と会員増強に努め、純増４名を目指し
ます。

ロータリー情報委員会
委員長　根本　 次

１．上半期実績
　長岡秀典新会員のオリエンテーションを７月に行いま
した。しっかりと内容を聞いていただき、出席率も良
く、委員会活動にも積極的に参加してくれています。

２．下半期活動計画
　ガバナー公式訪問時、ガバナーよりオリエンテーショ
ンは、入会前と少し慣れてからの２回に分けて行ったほ
うが良いとのアドバイスを受けました。
下半期は２回に分けて行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　志村　　保

１．上半期実績
　各委員会が適正な活動ができるように取り組んできま
した。

２．下半期活動計画
下半期も、同様に取り組んでいきたいと思います。

親睦活動委員会
委員長　岡村　太郎

１．上半期実績
①納涼家族例会の実施（８月24日）
②ガバナー公式訪問の応対（９月７日）
③久保田啓藏会員喜寿祝いの開催（９月28日）
④水戸市内6RC合同例会の応対（10月26日）
⑤クラブ忘年会の実施（12月21日）
⑥新年家族例会の実施（１月11日）
⑦会員誕生祝（ポロシャツ）の贈呈
⑧家庭集会の実施（合同家庭集会も含む）

２．下半期活動計画
①屋形船親睦会予定。会場運営・広報委員会との共催
②水戸さくらRCとの合同例会
③会長幹事慰労会
④クラブ懇談会
親睦活動委員会メンバー全員でチームワーク良く、楽し
い例会や親睦活動を行ってまいります。

会場運営委員会
委員長　河野　正政

１．上半期実績
１．会場設営の確認、資料の確認、配布、ビジター・ゲ
ストの出迎えと誘導案内など、気持ちの良い例会に
なるよう準備を心掛け、関連委員会と協力し、出来
るだけ定時着席と例会中の雑談を減らすよう会員に
求めることができた。

２．ガバナー公式訪問・水戸市内6RC合同例会・職場
訪問・出前授業・創立45周年記念式典など、関連
委員会と協力し、会場設営、駐車場整備などを積極
的に行った。

３．食事の無駄を無くすため例会ごとの注文数を平均５
８ケとしたが、毎回例会ごとに平均４ケ食事が残る
という結果となってしまった。出席委員会と協力し
て、例会出席者数の確認が確実にできれば、このよ
うな無駄（上半期合計58ケ食事廃棄：金額約
165,000円）を無くすことができると思った。

２．下半期活動計画
１．上半期同様の活動をする。
２．例会時の食事テーブルを委員会ごと・誕生月ごとな
どで席分けし実施する。

３．食事の無駄を無くすため、最大限の努力をする。
４．下半期は副委員長にすべて任せて、次年度委員長に
は早めに引き継ぎをする。

プログラム委員会
委員長　長洲　雅彦

１．上半期実績
⑴例会プログラムの作成
　　毎月の理事会に当月、次月及び次々月の例会プログ
ラムを上程し、下記事項について協力を仰ぐと共に、
当月のプログラムについて承認を得た。

　　・卓話者の選定
　　・イニシエーションスピーチの依頼
　　・例会運営に必要な事項
⑵例会の司会進行
　　時間厳守をモットーに、会場運営委員会や親睦委員
会と協力しながら例会の司会進行を行った。例会時間
の終了時間（13:30）については、予定時刻より早
く例会が終了してしまうことがあったので、時間調整
を行った。

⑶卓話者との調整
　　卓話者、特に外部の卓話者との調整については、川
﨑幹事はじめ関係各位にご尽力頂いたので、この場を
借りてお礼を述べたい。

⑷その他
　　水戸市内6RC合同例会、創立45周年記念事業除幕
式の司会進行を行った。

２．下半期活動計画
⑴例会プログラムの作成
　　魅力ある例会となるよう内容を吟味し、引き続き、
毎月の理事会に当月、次月及び次々月の例会プログラ
ムを上程し、下記事項について協力を仰ぐと共に、当
月のプログラムについて承認を得て、プログラムを決
定する。

　　・卓話者の選定
　　・イニシエーションスピーチの依頼
　　・例会運営に必要な事項
⑵例会のスムーズな司会進行
　　時間厳守と規律を保つことをモットーに、会場運営
委員会や親睦活動委員会と協力しながら、下期もス
ムーズな例会の司会進行を行う。

⑶卓話者との調整
　　引き続き、関係各位のお力添えを頂きながら、魅力
ある卓話者の選定を行って、例会出席率の向上に努め
る。

広報委員会
委員長　一毛　裕之

１．上半期実績
・各事業の取材・情報発信
（各委員会の情報集会・おひさま食堂・1－3奉仕研究
会 等）

２．下半期活動計画
・下半期事業の取材・情報発信
（各委員会の情報集会・おひさま食堂・屋形船・1－3
奉仕研究会・ミニバスケットボール大会等）

会報委員会
委員長　川澄千亜紀

１．上半期実績
　今年は、例会の楽しさや会員の素顔をお伝えしよう
と、ちょっと楽しい写真やコメントを掲載できるよう工
夫をしてみました。
　例会前スナップやおしゃべりの様子など伝わりました
でしょうか？

２．下半期活動計画
　引き続きもう一歩踏み込んだ写真やコメントで、楽し
い会報になるよう、務めてまいりたいと思います。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１．上半期実績
⑴クラブホームページを随時、更新した。
⑵週報をホームページに毎週掲載した。
⑶らくらく連絡網で毎週、出欠アンケートを送り連絡し
た。

２．下半期活動計画
⑴現在らくらく連絡網の登録者「2018年12月末現
在」69名を73名にする。全会員92名の80％。

⑵らくらく連絡網の出欠回答率を上げる。
　らくらく連絡網の登録方法を今より簡単にできるよう
にする。

雑誌委員会
委員長　奈良　早苗

１．上半期実績
　月一度、ロータリーの時間に「ロータリーの友」の中
から会員にお勧めの記事をご紹介致しました。
　報告者は、購読意識を高めるために委員交代で実施致
しました。

２．下半期活動計画
　引き続き上半期同様のスタイルで実施したいと思いま
す。なるべく多くの会員、特に新会員の方々に読んでい
ただけるよう内容に興味のあるものをピックアップした
いと思います。

Ⅰ上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ Ⅰ上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ
2－Vol.46  No25（第2181） Vol.46  No25（第2181）－3

職業分類委員会
委員長　大原　康宏

１．上半期実績
・2018年８月、長岡秀典会員入会。所属委員会は、親
睦活動委員会。
　〈職業分類〉内装工事業
・2017-2018年度職業分類委員会の武田委員長編集
の職業分類表の確認処理をしました。

２．下半期活動計画
・新会員の職業分類を適正に行う。
・職業分類表の精査を行う。
・茅根正人氏の入会準備中。

会員選考委員会
委員長　塩沢　富夫

１．上半期実績
　上半期は推薦されたのが長岡秀典会員だけでした。長
岡会員について慎重に審査した結果、新会員として迎え
ることができました。

２．下半期活動計画
　下半期についても、上半期同様推薦者があれば、慎重
に審査を行ってまいります。

会員増強委員会
委員長　郡司恵一郎

１．上半期実績
　会員数91名でスタートし、８月に１名の会員増強に
成功し、１月現在で会員数92名。
　純増１名です。

２．下半期活動計画
　下半期は、３月に１名の新会員が入会予定です。
　今後は退会防止と会員増強に努め、純増４名を目指し
ます。

ロータリー情報委員会
委員長　根本　 次

１．上半期実績
　長岡秀典新会員のオリエンテーションを７月に行いま
した。しっかりと内容を聞いていただき、出席率も良
く、委員会活動にも積極的に参加してくれています。

２．下半期活動計画
　ガバナー公式訪問時、ガバナーよりオリエンテーショ
ンは、入会前と少し慣れてからの２回に分けて行ったほ
うが良いとのアドバイスを受けました。
下半期は２回に分けて行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　志村　　保

１．上半期実績
　各委員会が適正な活動ができるように取り組んできま
した。

２．下半期活動計画
下半期も、同様に取り組んでいきたいと思います。

親睦活動委員会
委員長　岡村　太郎

１．上半期実績
①納涼家族例会の実施（８月24日）
②ガバナー公式訪問の応対（９月７日）
③久保田啓藏会員喜寿祝いの開催（９月28日）
④水戸市内6RC合同例会の応対（10月26日）
⑤クラブ忘年会の実施（12月21日）
⑥新年家族例会の実施（１月11日）
⑦会員誕生祝（ポロシャツ）の贈呈
⑧家庭集会の実施（合同家庭集会も含む）

２．下半期活動計画
①屋形船親睦会予定。会場運営・広報委員会との共催
②水戸さくらRCとの合同例会
③会長幹事慰労会
④クラブ懇談会
親睦活動委員会メンバー全員でチームワーク良く、楽し
い例会や親睦活動を行ってまいります。

会場運営委員会
委員長　河野　正政

１．上半期実績
１．会場設営の確認、資料の確認、配布、ビジター・ゲ
ストの出迎えと誘導案内など、気持ちの良い例会に
なるよう準備を心掛け、関連委員会と協力し、出来
るだけ定時着席と例会中の雑談を減らすよう会員に
求めることができた。

２．ガバナー公式訪問・水戸市内6RC合同例会・職場
訪問・出前授業・創立45周年記念式典など、関連
委員会と協力し、会場設営、駐車場整備などを積極
的に行った。

３．食事の無駄を無くすため例会ごとの注文数を平均５
８ケとしたが、毎回例会ごとに平均４ケ食事が残る
という結果となってしまった。出席委員会と協力し
て、例会出席者数の確認が確実にできれば、このよ
うな無駄（上半期合計58ケ食事廃棄：金額約
165,000円）を無くすことができると思った。

２．下半期活動計画
１．上半期同様の活動をする。
２．例会時の食事テーブルを委員会ごと・誕生月ごとな
どで席分けし実施する。

３．食事の無駄を無くすため、最大限の努力をする。
４．下半期は副委員長にすべて任せて、次年度委員長に
は早めに引き継ぎをする。

プログラム委員会
委員長　長洲　雅彦

１．上半期実績
⑴例会プログラムの作成
　　毎月の理事会に当月、次月及び次々月の例会プログ
ラムを上程し、下記事項について協力を仰ぐと共に、
当月のプログラムについて承認を得た。

　　・卓話者の選定
　　・イニシエーションスピーチの依頼
　　・例会運営に必要な事項
⑵例会の司会進行
　　時間厳守をモットーに、会場運営委員会や親睦委員
会と協力しながら例会の司会進行を行った。例会時間
の終了時間（13:30）については、予定時刻より早
く例会が終了してしまうことがあったので、時間調整
を行った。

⑶卓話者との調整
　　卓話者、特に外部の卓話者との調整については、川
﨑幹事はじめ関係各位にご尽力頂いたので、この場を
借りてお礼を述べたい。

⑷その他
　　水戸市内6RC合同例会、創立45周年記念事業除幕
式の司会進行を行った。

２．下半期活動計画
⑴例会プログラムの作成
　　魅力ある例会となるよう内容を吟味し、引き続き、
毎月の理事会に当月、次月及び次々月の例会プログラ
ムを上程し、下記事項について協力を仰ぐと共に、当
月のプログラムについて承認を得て、プログラムを決
定する。

　　・卓話者の選定
　　・イニシエーションスピーチの依頼
　　・例会運営に必要な事項
⑵例会のスムーズな司会進行
　　時間厳守と規律を保つことをモットーに、会場運営
委員会や親睦活動委員会と協力しながら、下期もス
ムーズな例会の司会進行を行う。

⑶卓話者との調整
　　引き続き、関係各位のお力添えを頂きながら、魅力
ある卓話者の選定を行って、例会出席率の向上に努め
る。

広報委員会
委員長　一毛　裕之

１．上半期実績
・各事業の取材・情報発信
（各委員会の情報集会・おひさま食堂・1－3奉仕研究
会 等）

２．下半期活動計画
・下半期事業の取材・情報発信
（各委員会の情報集会・おひさま食堂・屋形船・1－3
奉仕研究会・ミニバスケットボール大会等）

会報委員会
委員長　川澄千亜紀

１．上半期実績
　今年は、例会の楽しさや会員の素顔をお伝えしよう
と、ちょっと楽しい写真やコメントを掲載できるよう工
夫をしてみました。
　例会前スナップやおしゃべりの様子など伝わりました
でしょうか？

２．下半期活動計画
　引き続きもう一歩踏み込んだ写真やコメントで、楽し
い会報になるよう、務めてまいりたいと思います。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１．上半期実績
⑴クラブホームページを随時、更新した。
⑵週報をホームページに毎週掲載した。
⑶らくらく連絡網で毎週、出欠アンケートを送り連絡し
た。

２．下半期活動計画
⑴現在らくらく連絡網の登録者「2018年12月末現
在」69名を73名にする。全会員92名の80％。

⑵らくらく連絡網の出欠回答率を上げる。
　らくらく連絡網の登録方法を今より簡単にできるよう
にする。

雑誌委員会
委員長　奈良　早苗

１．上半期実績
　月一度、ロータリーの時間に「ロータリーの友」の中
から会員にお勧めの記事をご紹介致しました。
　報告者は、購読意識を高めるために委員交代で実施致
しました。

２．下半期活動計画
　引き続き上半期同様のスタイルで実施したいと思いま
す。なるべく多くの会員、特に新会員の方々に読んでい
ただけるよう内容に興味のあるものをピックアップした
いと思います。
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職業分類委員会
委員長　大原　康宏

１．上半期実績
・2018年８月、長岡秀典会員入会。所属委員会は、親
睦活動委員会。

　〈職業分類〉内装工事業
・2017-2018年度職業分類委員会の武田委員長編集
の職業分類表の確認処理をしました。

２．下半期活動計画
・新会員の職業分類を適正に行う。
・職業分類表の精査を行う。
・茅根正人氏の入会準備中。

会員選考委員会
委員長　塩沢　富夫

１．上半期実績
　上半期は推薦されたのが長岡秀典会員だけでした。長
岡会員について慎重に審査した結果、新会員として迎え
ることができました。

２．下半期活動計画
　下半期についても、上半期同様推薦者があれば、慎重
に審査を行ってまいります。

会員増強委員会
委員長　郡司恵一郎

１．上半期実績
　会員数91名でスタートし、８月に１名の会員増強に
成功し、１月現在で会員数92名。
　純増１名です。

２．下半期活動計画
　下半期は、３月に１名の新会員が入会予定です。
　今後は退会防止と会員増強に努め、純増４名を目指し
ます。

ロータリー情報委員会
委員長　根本　 次

１．上半期実績
　長岡秀典新会員のオリエンテーションを７月に行いま
した。しっかりと内容を聞いていただき、出席率も良
く、委員会活動にも積極的に参加してくれています。

２．下半期活動計画
　ガバナー公式訪問時、ガバナーよりオリエンテーショ
ンは、入会前と少し慣れてからの２回に分けて行ったほ
うが良いとのアドバイスを受けました。
下半期は２回に分けて行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　志村　　保

１．上半期実績
　各委員会が適正な活動ができるように取り組んできま
した。

２．下半期活動計画
下半期も、同様に取り組んでいきたいと思います。

親睦活動委員会
委員長　岡村　太郎

１．上半期実績
①納涼家族例会の実施（８月24日）
②ガバナー公式訪問の応対（９月７日）
③久保田啓藏会員喜寿祝いの開催（９月28日）
④水戸市内6RC合同例会の応対（10月26日）
⑤クラブ忘年会の実施（12月21日）
⑥新年家族例会の実施（１月11日）
⑦会員誕生祝（ポロシャツ）の贈呈
⑧家庭集会の実施（合同家庭集会も含む）

２．下半期活動計画
①屋形船親睦会予定。会場運営・広報委員会との共催
②水戸さくらRCとの合同例会
③会長幹事慰労会
④クラブ懇談会
親睦活動委員会メンバー全員でチームワーク良く、楽し
い例会や親睦活動を行ってまいります。

会場運営委員会
委員長　河野　正政

１．上半期実績
１．会場設営の確認、資料の確認、配布、ビジター・ゲ
ストの出迎えと誘導案内など、気持ちの良い例会に
なるよう準備を心掛け、関連委員会と協力し、出来
るだけ定時着席と例会中の雑談を減らすよう会員に
求めることができた。

２．ガバナー公式訪問・水戸市内6RC合同例会・職場
訪問・出前授業・創立45周年記念式典など、関連
委員会と協力し、会場設営、駐車場整備などを積極
的に行った。

３．食事の無駄を無くすため例会ごとの注文数を平均５
８ケとしたが、毎回例会ごとに平均４ケ食事が残る
という結果となってしまった。出席委員会と協力し
て、例会出席者数の確認が確実にできれば、このよ
うな無駄（上半期合計58ケ食事廃棄：金額約
165,000円）を無くすことができると思った。

２．下半期活動計画
１．上半期同様の活動をする。
２．例会時の食事テーブルを委員会ごと・誕生月ごとな
どで席分けし実施する。

３．食事の無駄を無くすため、最大限の努力をする。
４．下半期は副委員長にすべて任せて、次年度委員長に
は早めに引き継ぎをする。

プログラム委員会
委員長　長洲　雅彦

１．上半期実績
⑴例会プログラムの作成
　　毎月の理事会に当月、次月及び次々月の例会プログ
ラムを上程し、下記事項について協力を仰ぐと共に、
当月のプログラムについて承認を得た。
　　・卓話者の選定
　　・イニシエーションスピーチの依頼
　　・例会運営に必要な事項
⑵例会の司会進行
　　時間厳守をモットーに、会場運営委員会や親睦委員
会と協力しながら例会の司会進行を行った。例会時間
の終了時間（13:30）については、予定時刻より早
く例会が終了してしまうことがあったので、時間調整
を行った。
⑶卓話者との調整
　　卓話者、特に外部の卓話者との調整については、川
﨑幹事はじめ関係各位にご尽力頂いたので、この場を
借りてお礼を述べたい。
⑷その他
　　水戸市内6RC合同例会、創立45周年記念事業除幕
式の司会進行を行った。

２．下半期活動計画
⑴例会プログラムの作成
　　魅力ある例会となるよう内容を吟味し、引き続き、
毎月の理事会に当月、次月及び次々月の例会プログラ
ムを上程し、下記事項について協力を仰ぐと共に、当
月のプログラムについて承認を得て、プログラムを決
定する。
　　・卓話者の選定
　　・イニシエーションスピーチの依頼
　　・例会運営に必要な事項
⑵例会のスムーズな司会進行
　　時間厳守と規律を保つことをモットーに、会場運営
委員会や親睦活動委員会と協力しながら、下期もス
ムーズな例会の司会進行を行う。
⑶卓話者との調整
　　引き続き、関係各位のお力添えを頂きながら、魅力
ある卓話者の選定を行って、例会出席率の向上に努め
る。

広報委員会
委員長　一毛　裕之

１．上半期実績
・各事業の取材・情報発信
（各委員会の情報集会・おひさま食堂・1－3奉仕研究
会 等）

２．下半期活動計画
・下半期事業の取材・情報発信
（各委員会の情報集会・おひさま食堂・屋形船・1－3
奉仕研究会・ミニバスケットボール大会等）

会報委員会
委員長　川澄千亜紀

１．上半期実績
　今年は、例会の楽しさや会員の素顔をお伝えしよう
と、ちょっと楽しい写真やコメントを掲載できるよう工
夫をしてみました。
　例会前スナップやおしゃべりの様子など伝わりました
でしょうか？

２．下半期活動計画
　引き続きもう一歩踏み込んだ写真やコメントで、楽し
い会報になるよう、務めてまいりたいと思います。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１．上半期実績
⑴クラブホームページを随時、更新した。
⑵週報をホームページに毎週掲載した。
⑶らくらく連絡網で毎週、出欠アンケートを送り連絡し
た。

２．下半期活動計画
⑴現在らくらく連絡網の登録者「2018年12月末現
在」69名を73名にする。全会員92名の80％。

⑵らくらく連絡網の出欠回答率を上げる。
　らくらく連絡網の登録方法を今より簡単にできるよう
にする。

雑誌委員会
委員長　奈良　早苗

１．上半期実績
　月一度、ロータリーの時間に「ロータリーの友」の中
から会員にお勧めの記事をご紹介致しました。
　報告者は、購読意識を高めるために委員交代で実施致
しました。

２．下半期活動計画
　引き続き上半期同様のスタイルで実施したいと思いま
す。なるべく多くの会員、特に新会員の方々に読んでい
ただけるよう内容に興味のあるものをピックアップした
いと思います。
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職業分類委員会
委員長　大原　康宏

１．上半期実績
・2018年８月、長岡秀典会員入会。所属委員会は、親
睦活動委員会。

　〈職業分類〉内装工事業
・2017-2018年度職業分類委員会の武田委員長編集
の職業分類表の確認処理をしました。

２．下半期活動計画
・新会員の職業分類を適正に行う。
・職業分類表の精査を行う。
・茅根正人氏の入会準備中。

会員選考委員会
委員長　塩沢　富夫

１．上半期実績
　上半期は推薦されたのが長岡秀典会員だけでした。長
岡会員について慎重に審査した結果、新会員として迎え
ることができました。

２．下半期活動計画
　下半期についても、上半期同様推薦者があれば、慎重
に審査を行ってまいります。

会員増強委員会
委員長　郡司恵一郎

１．上半期実績
　会員数91名でスタートし、８月に１名の会員増強に
成功し、１月現在で会員数92名。
　純増１名です。

２．下半期活動計画
　下半期は、３月に１名の新会員が入会予定です。
　今後は退会防止と会員増強に努め、純増４名を目指し
ます。

ロータリー情報委員会
委員長　根本　 次

１．上半期実績
　長岡秀典新会員のオリエンテーションを７月に行いま
した。しっかりと内容を聞いていただき、出席率も良
く、委員会活動にも積極的に参加してくれています。

２．下半期活動計画
　ガバナー公式訪問時、ガバナーよりオリエンテーショ
ンは、入会前と少し慣れてからの２回に分けて行ったほ
うが良いとのアドバイスを受けました。
下半期は２回に分けて行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　志村　　保

１．上半期実績
　各委員会が適正な活動ができるように取り組んできま
した。

２．下半期活動計画
下半期も、同様に取り組んでいきたいと思います。

親睦活動委員会
委員長　岡村　太郎

１．上半期実績
①納涼家族例会の実施（８月24日）
②ガバナー公式訪問の応対（９月７日）
③久保田啓藏会員喜寿祝いの開催（９月28日）
④水戸市内6RC合同例会の応対（10月26日）
⑤クラブ忘年会の実施（12月21日）
⑥新年家族例会の実施（１月11日）
⑦会員誕生祝（ポロシャツ）の贈呈
⑧家庭集会の実施（合同家庭集会も含む）

２．下半期活動計画
①屋形船親睦会予定。会場運営・広報委員会との共催
②水戸さくらRCとの合同例会
③会長幹事慰労会
④クラブ懇談会
親睦活動委員会メンバー全員でチームワーク良く、楽し
い例会や親睦活動を行ってまいります。

会場運営委員会
委員長　河野　正政

１．上半期実績
１．会場設営の確認、資料の確認、配布、ビジター・ゲ
ストの出迎えと誘導案内など、気持ちの良い例会に
なるよう準備を心掛け、関連委員会と協力し、出来
るだけ定時着席と例会中の雑談を減らすよう会員に
求めることができた。

２．ガバナー公式訪問・水戸市内6RC合同例会・職場
訪問・出前授業・創立45周年記念式典など、関連
委員会と協力し、会場設営、駐車場整備などを積極
的に行った。

３．食事の無駄を無くすため例会ごとの注文数を平均５
８ケとしたが、毎回例会ごとに平均４ケ食事が残る
という結果となってしまった。出席委員会と協力し
て、例会出席者数の確認が確実にできれば、このよ
うな無駄（上半期合計58ケ食事廃棄：金額約
165,000円）を無くすことができると思った。

２．下半期活動計画
１．上半期同様の活動をする。
２．例会時の食事テーブルを委員会ごと・誕生月ごとな
どで席分けし実施する。

３．食事の無駄を無くすため、最大限の努力をする。
４．下半期は副委員長にすべて任せて、次年度委員長に
は早めに引き継ぎをする。

プログラム委員会
委員長　長洲　雅彦

１．上半期実績
⑴例会プログラムの作成
　　毎月の理事会に当月、次月及び次々月の例会プログ
ラムを上程し、下記事項について協力を仰ぐと共に、
当月のプログラムについて承認を得た。
　　・卓話者の選定
　　・イニシエーションスピーチの依頼
　　・例会運営に必要な事項
⑵例会の司会進行
　　時間厳守をモットーに、会場運営委員会や親睦委員
会と協力しながら例会の司会進行を行った。例会時間
の終了時間（13:30）については、予定時刻より早
く例会が終了してしまうことがあったので、時間調整
を行った。
⑶卓話者との調整
　　卓話者、特に外部の卓話者との調整については、川
﨑幹事はじめ関係各位にご尽力頂いたので、この場を
借りてお礼を述べたい。
⑷その他
　　水戸市内6RC合同例会、創立45周年記念事業除幕
式の司会進行を行った。

２．下半期活動計画
⑴例会プログラムの作成
　　魅力ある例会となるよう内容を吟味し、引き続き、
毎月の理事会に当月、次月及び次々月の例会プログラ
ムを上程し、下記事項について協力を仰ぐと共に、当
月のプログラムについて承認を得て、プログラムを決
定する。
　　・卓話者の選定
　　・イニシエーションスピーチの依頼
　　・例会運営に必要な事項
⑵例会のスムーズな司会進行
　　時間厳守と規律を保つことをモットーに、会場運営
委員会や親睦活動委員会と協力しながら、下期もス
ムーズな例会の司会進行を行う。
⑶卓話者との調整
　　引き続き、関係各位のお力添えを頂きながら、魅力
ある卓話者の選定を行って、例会出席率の向上に努め
る。

広報委員会
委員長　一毛　裕之

１．上半期実績
・各事業の取材・情報発信
（各委員会の情報集会・おひさま食堂・1－3奉仕研究
会 等）

２．下半期活動計画
・下半期事業の取材・情報発信
（各委員会の情報集会・おひさま食堂・屋形船・1－3
奉仕研究会・ミニバスケットボール大会等）

会報委員会
委員長　川澄千亜紀

１．上半期実績
　今年は、例会の楽しさや会員の素顔をお伝えしよう
と、ちょっと楽しい写真やコメントを掲載できるよう工
夫をしてみました。
　例会前スナップやおしゃべりの様子など伝わりました
でしょうか？

２．下半期活動計画
　引き続きもう一歩踏み込んだ写真やコメントで、楽し
い会報になるよう、務めてまいりたいと思います。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

１．上半期実績
⑴クラブホームページを随時、更新した。
⑵週報をホームページに毎週掲載した。
⑶らくらく連絡網で毎週、出欠アンケートを送り連絡し
た。

２．下半期活動計画
⑴現在らくらく連絡網の登録者「2018年12月末現
在」69名を73名にする。全会員92名の80％。

⑵らくらく連絡網の出欠回答率を上げる。
　らくらく連絡網の登録方法を今より簡単にできるよう
にする。

雑誌委員会
委員長　奈良　早苗

１．上半期実績
　月一度、ロータリーの時間に「ロータリーの友」の中
から会員にお勧めの記事をご紹介致しました。
　報告者は、購読意識を高めるために委員交代で実施致
しました。

２．下半期活動計画
　引き続き上半期同様のスタイルで実施したいと思いま
す。なるべく多くの会員、特に新会員の方々に読んでい
ただけるよう内容に興味のあるものをピックアップした
いと思います。

Ⅰ上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ Ⅰ上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ
2－Vol.46  No25（第2181） Vol.46  No25（第2181）－3



会食メニュー

卓話終了後、
鈴木憲一会長と一緒に

岡村太郎親睦活動委員長から①
新年家族例会のお礼、②３月30日
㈯に予定している〈春の親睦会〉
の説明、③1月26日㈯の野球部必
勝祈願の案内がありました！！

郡司孝夫地区奉仕プロジェクト総括委員長による卓話
「職業奉仕月間に因んで」のテーマで話されました

１月16日㈬ 名取亭に於いて1－3奉仕研究会が開催されました

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

幹 事 報 告

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

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

週　報
■米山BOX（１月18日（金）扱）
笹館康男会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計690,000円)
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計490,000円)
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計 60,000円)
小泉正史会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 50,000円)

この計　　　４件　　　40,000円

■会員メークアップ
１/９　米山選考委員会　　長谷川國雄　　米川幸喜　　島根昌明
１/16　水戸西RC　　　　　大金　誠

 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. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

米田英雄会員（第３回）
 6. 雑誌の時間 久保田規子雑誌副委員長
 7. 親睦の時間「１月誕生祝」 親睦活動委員会

 ８日 一毛裕之　　 ９日 川﨑篤之
10日 石井浩一　　18日 大原康宏
28日 中川勝義　　29日 笹館康男

 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ」
①職業分類　②会員選考　③会員増強
④ロータリー情報　⑤クラブ管理運営
⑥親睦活動　⑦会場運営　⑧プログラム
⑨広報　⑩会報  ⑪IT資料　⑫雑誌

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

１月第４例会プログラム
2019年１月25日（金）

１

２

３

４

５

第８回定例理事会が開催されます
日　時：１月28日㈪　18:30～
場　所：茶の間　水戸市南町1-2-4

TEL.231-1735
（メークアップとなります。皆様のご参加お待ちしております。）

第３分区IMが開催されます
日　時：２月24日㈰　登録13:00～　開会13:30～
場　所：三の丸ホテル　水戸市三の丸2-1-1

TEL.221-3011
講　師：茨城県知事　大井川和彦氏
※理事、役員、委員長、入会３年未満の会員は是非
ご出席をお願い致します。現在10名の会員のみ
のご登録となっております。ガバナー補佐より
20名以上の要請が来ておりますので、ご協力の
程宜しくお願い致します。

（メークアップ扱いとなります。出欠は本日中に事務局までお願い致します。）

会員動静
神代学光会員が本社異動の為、１月末付で退会とな
ります。

1－3奉仕研究会参加者（敬称略）
井澤卓司、小路　實、久保田啓藏、松本隆史、
人見光一、一毛裕之、菊池秀機、小泉正史、
河野正政、根本直哉、上野義哉、谷島孝明、
山本　大、米田英雄、米川幸喜、米森　厚、
録田幸裕、二川隆司、鈴木忠夫、田村　大、
高梨博行、長岡秀典、鈴木憲一、川﨑紀子（24名）

次回例会日程
日　時：２月１日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画発表Ⅱ」
※各委員会委員長の皆様よろしくお願い致します。

前　週訂正出席率79.55％
前々週訂正出席率74.42％92名 50名 42名 58.82％１月第３例会（１月18日）

出席状況

１月第３例会　１月18日（金）

2019年（平成31年）１月25日（金）
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職業奉仕月間

国産牛テール肉コンフィの黄身揚げとカレー・ライス
春野菜を添えて

季節のサラダ　　コーヒー

水戸RC　北島重司会員　髙原一嘉会員■ビジター

地区奉仕プロジェクト総括委員長　郡司孝夫 氏（水戸西RC）
■ゲスト

郡司孝夫地区奉仕プロジェクト総括委員長（水戸西RC）
　　　　　　……
二川隆司会員……
橋本　哲会員……
久信田秀一会員…

岡村太郎会員……

久保田啓藏会員…

市毛純一会員……
松本隆史会員……

篠原　勉会員……

米田英雄会員……
水越光男会員……

菊池秀機会員……

米川幸喜会員……

高柳益美会員……
原口一吉会員……

神代学光会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（１月18日（金）扱）

本日の卓話、宜しくお願い致します。
新年家族例会楽しかったです。
息子が中学受験で志望校に合格致しました。
新年明けましておめでとうございます。今年も宜
しくお願いします。
先週の新年家族例会は多数ご参加頂き有難うござ
いました。沢山のご協賛も頂き深く感謝申し上げ
ます。
新年明けましておめでとうございます。今年も宜
しくお願い致します。
連休明けの例会ですね。
奉仕プロジェクト総括委員長の郡司孝夫様、卓話
ご苦労様です。
遅れましたが明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願い致します。
寒い日が続きますので、皆様お身体ご自愛下さ
い。
新年家族例会、1－3奉仕研究会新年会と設営の
皆様、大変お疲れ様でした。
本年も宜しくお願い致します。新年家族例会では
親睦活動委員会の皆様お世話になりました。
ニコニコBOX委員の皆様、頑張って下さい。
私は風邪を引いてしまいましたが、皆様風邪など
引かないように。
毎日寒い日が続きますね。皆様お身体お気をつけ
下さい。
寒いのでインフルエンザ等に気を付けているので
すが、何かと集会が多いので、アルコール消毒が
必要ですね。

この計　　　17件　　　70,000円

■財団BOX（１月18日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金(第６回)

$100　11,200円(累計$12,600)
米川幸喜会員……財団の友献金(第２回)

$100　11,200円(累計 $2,200)
川﨑紀子会員……ベネファクター献金(第５回)

$100　11,200円(累計 $500)

この計　　　３件　　　$300　　　33,600円

【訂正とお詫び】
　１月第３例会（１/18）週報において、「2018年
７月～12月出席100％会員」に、１名の掲載漏れが
ございましたので、訂正しお詫び申し上げます。

・小泉正史会員　　　（計39名）


