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取締役 総支配人　橋本典彦氏

今日のランチ新会員入会式　丸尾浩史新
会員から挨拶がありました

丸尾浩史新会員、ようこそ！
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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

国本美加会員……

原口一吉会員……
小路　實会員……

奈良早苗会員……

久保田規子会員…

昨日、アリスの再結成ライブを最前列で
観ることができました！！すごいエネル
ギーでした！
体調管理に注意して下さい。
新会員の丸尾浩史さん、水戸南RC入会
おめでとうございます。宜しくお願いし
ます。
姫女菀（ヒメジョオン）　風にそよぎて　
雨を待つ
ニコニコBOX目標達成です！！

この計　　　31件　　　148,000円

■会員メークアップ
５/29　東京ピースウィングREC　　石井浩一
６/５　水戸西RC　　大金　誠
６/７　北海道2500REC　　野口英壽

 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「第３分区ガバナー補佐ご挨拶」

川上美智子第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
 5. RLIディスカッションリーダー委嘱状伝達

石井浩一会員、宇留野秀一会員、
川澄千亜紀会員 

 6. 米山功労者感謝状伝達
佐藤　衛会員（第22回）　米川幸喜会員（第２回）
久保田規子会員（第１回）

 7. 雑誌の時間 奈良早苗雑誌委員長
 8. 会　食
 9. 会務報告
（出席状況報告　ニコニコBOX　その他）

10. 幹事報告
11. クラブ協議会「下半期事業実績報告Ⅰ」

会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、親睦活動、
会場運営、プログラム、広報、会報、雑誌

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

６月第２例会プログラム
2019年６月14日（金）
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会員動静
・丸尾浩史会員の入会により、現在の会員数は、
94名となりました。丸尾浩史会員は、親睦活動
委員会となります。
・宇留野秀一会員の事業所が７月より変更となります。
㈱タープステイト・コンサルティング　代表取締役
〒311-4141
水戸市赤塚1-400-10 SunfullGrace D棟
TEL.050-7121-2698　FAX.020-4664-1847
e-mail shu.uruno@gmail.com

会計からのお願い
支出のある委員会は、次週までに、会計または事務
局までお申し出ください。

鈴木年度、会長・幹事慰労コンペが開催されます
日　時：６月26日㈬
場　所：浅見ゴルフ倶楽部
　　　　水戸市杉崎1916-1　TEL.259-3811

次回例会日程
日　時：６月21日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：６月誕生祝い

「一年を顧みて」　　　　　　川﨑紀子幹事
クラブ協議会「下半期事業実績報告Ⅱ」
出席、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

前　週訂正出席率76.14％
前々週訂正出席率77.27％94名 56名 38名 64.37％６月第１例会（６月７日）

出席状況

６月第１例会　６月７日（金）

2019年（令和元年）６月14日（金）
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飛田二三雄会員（水戸西RC）
　　　　　　……

丸尾浩史会員……
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……
斎藤孝夫会員……
綿引甚介会員……

川澄千亜紀会員…
二川隆司会員……
笹館康男会員……
兼子充裕会員……

髙橋伸之会員……
市毛純一会員……
井澤卓司会員……

志村　保会員……
一毛裕之会員……
篠原　勉会員……

米田英雄会員……
粂田信行会員……
深谷　智会員……

菊池秀機会員・谷島孝明会員・川﨑英輝会員
　　　　　　……
金原和美会員……

宇留野秀一会員…

■ニコニコBOX（６月７日（金）扱）

本日（５/24）はワインの話をさせて頂き、有難
うございました。
今日から宜しくお願い致します。
86歳の誕生日に大好きな花を有難うございまし
た。
新会員の丸尾さんの入会を祝して。
新会員の丸尾さん、入会おめでとうございます。
水戸プラザホテル取締役総支配人の橋本典彦様、
本日の卓話宜しくお願い致します。
新会員の丸尾さん、ご入会おめでとうございます。
ノルマを達成できました。
本日から梅雨入りした様です。皆様、健康管理を
大切にして下さい。
いよいよ梅雨入りですね。
こんにちは。
４日水府学院へ行きました。多くを学びました。
私の父が先週100歳になり、百寿のお祝いをし
ました。皆様も100歳まで頑張りましょう。
例会に出席できるよう頑張ります。
雨の中の例会ご苦労様です。
全国警備業政治連盟が結成され、理事・会計責任
者に就任しました。
鈴木年度、あと１ヶ月ですね。
いよいよ最終月ですね。
水戸さくらRCとの合同ゴルフコンペで優勝しま
した。これで目標達成です。
新会員の丸尾さん、入会おめでとうございます。
あと１ヶ月ですね。会長、幹事お疲れ様です。
新会員の丸尾さん、ようこそ。初の同業者、万
歳。

新会員の丸尾様、入会おめでとうございます。
昨夜のフラギスさん出演の番組をご覧になられま
したか？とても素敵でした。ギリシャに行きたく
なりました。
来月から会社が変わります。宜しくお願いしま
す。

㈱伊勢甚本社 水戸プラザホテル 取締役総支配人　橋本典彦 氏㈱伊勢甚本社 水戸プラザホテル 取締役総支配人　橋本典彦 氏
■ゲスト

水戸RC　横須賀満夫会員■ビジター
ロータリー
親睦活動月間

５月26日㈰開催
地区親善野球大会 スナップ



会食メニュー

会員組織委員会
委員長　小路　　實

・職業分類・会員選考・会員増強・ロータリー情報委
員会の皆様、ありがとうございました。

・会員増強では、94名になりました。
・会員選考ではオリエンテーションを通して、入会前
の会員としての心得を説明していただきました。

職業分類委員会
委員長　 大原　康宏

・総務省統計局の「日本標準産業分類」を基本とし、
職業分類調査を実施しました。

・新会員の職業分類を決定しました。
・新しい職業分類の開放はありませんでした。

会員選考委員会 
委員長　塩沢　富夫

　本年度は、５名の新会員候補の推薦がありました。
　全員について慎重に審査をした結果、５名全員が入
会致しました。

会員増強委員会 
委員長　郡司恵一郎

　今期は、会員数91名でスタートしました。
　会員増強目標は５名でした。８月１名、３月１名、
４月２名、６月１名と会員増強の目標は達成できまし
た。
　退会者につきましては、１月１名、３月１名の２名
でした。
　６月で、会員数94名となり、純増は３名となりま
した。
　ご協力ありがとうございました。

ロータリー情報委員会
委員長　根本　 次

①オリエンテーションの実施
　今までは、新会員候補に入会前のオリエンテー
ションを行っていましたが、今年度はガバナー公式
訪問時にガバナーより、入会前と入会後の少し慣れ
てきてからの２回に分けてのオリエンテーションが
望ましいとの指導をうけ、「今日からロータリア
ン」のテキストを使用し、４名のうちの２名、長岡
会員・山下会員が２回、茅根会員はロータリー歴が
ある為１回、丸尾会員は６月入会のため１回のオリ
エンテーションを行いました。
②1－3奉仕研究会への支援
　毎月開催される1－3奉仕研究会を、入会後の会
員のサポートとして位置づけ、できるだけ参加して
活動の支援を行いました。

クラブ管理運営委員会 
委員長　志村　　保

　各委員会とも、委員長を先頭にして、積極的に活動
していただきました。
　感謝しております。

親睦活動委員会
委員長　岡村　太郎

　今年度の基本方針及び事業計画に則り、今年度会
長・幹事をはじめ、プログラム委員会、会場運営委員
会、その他委員会の皆様のご協力のもとクラブ内の親
睦を深めることが出来ました。
⑴例会時のビジター・ゲストの受付とご紹介、会場運
営委員会との協力体制で例会運営を円滑に行いまし
た。
⑵納涼家族例会・新年家族例会を企画し、沢山のご家
族やお客様にご参加頂き開催することが出来まし
た。
⑶ガバナー公式訪問、水戸市内6RC合同例会、水戸
さくらRCとの合同例会の応対と懇親会の運営を行
いました。
⑷会員誕生祝は、全員お揃いのポロシャツを贈らせて
頂きました。季節的な品物であり、また毎月の誕生
祝にプレゼントがないと寂しいことが反省点です。
⑸会員の方々の関係する慶弔時には、親睦活動委員会
メンバー全員の協力を頂いて対応することが出来ま
した。
　１年間お世話になりまして、誠に有難うございました。

会場運営委員会
委員長　河野　正政

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。また、プログラ
ム委員会（司会）と連携し、タイムスケジュール
に沿って関係会員をスムーズに誘導することがで
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周年記念式典関連事
業・水戸さくらRCとの合同例会など、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58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、このような無駄を無くすことができると思っ
た。

プログラム委員会
委員長　長洲　雅彦

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
・その他、例会運営に必要な事項
⑵例会の司会進行
　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にご協力を頂きながら、
例会の司会進行を行った。
⑶卓話者の選定、及び卓話者との調整
　卓話者の選定、及び、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
 創立45周年記念事業として行った、水戸市役所へ
の記念品贈呈の除幕式における司会進行を行った。
また、2018-2019年度は、水戸市内6RC合同例
会、水戸さくらRCとの合同例会を、当クラブがホ
ストクラブとして開催したので、それぞれ司会進行
を行った。
１年間の反省としては、

⑴例会の進行における時間管理の方法を、発表者に事
前に予定時間を知らせる等、もっと工夫すべきで
あった。
⑵外部卓話者にお越し頂いた時、卓話時間の確保が不
十分なことがあった。また、途中退席者の防止策を
考えるべきであった。
⑶昨年度入会者のイニシエーションスピーチを実施す
べく連絡を入れたが、実施できなかった。また、今
年度３月以降の入会者のイニシエーションスピーチ
が、例会スケジュールの関係で設定出来なかった。
（次年度に持ち越しになりますので、宜しくお願い
致します。）
があげられるので、次年度への引継ぎ事項とした。

広報委員会
委員長　一毛　裕之

　本年は、各委員会で行った情報集会の取材、各事業
への参加、会員に向けての情報発信活動を行って参り
ました。
　また、FMぱるるんにて、各委員長の協力により水
戸南RCの認知度を上げる為の広報活動を行いまし
た。
　御礼申し上げます。１年間、ありがとうございまし
た。

会報委員会
委員長　川澄千亜紀

　今期は例会の楽しさや会員の個性をお伝えできるよ
う、写真を多くし、添付文を工夫いたしました。
　今後はSNSなどを活用し、例会速報やリアルな情報
交換も楽しいかもしれません。
　また、現行の紙面型は見やすくゆっくり読める利点
があります。
　併用して、誰もがいろいろな形で楽しめる会報作り
を次年度以降に委ねたいと思います。

雑誌委員会
委員長　奈良　早苗

・今年度は、委員全員が事前に送られてくる、ロータ
リーの友を読み、特に印象に残った記事を担当月に
紹介するスタイルをとりました（委員の個性を尊重
する意味を含めました）。
・年度初め、IT資料委員会とまじえて家庭集会を実施
しました。

コーン サラダ

翡翠仕立てのトロミスープ

細切りビーフの四川ピリ辛炒め

白身魚の鎮江黒酢仕立て

白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐
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た。
⑶ガバナー公式訪問、水戸市内6RC合同例会、水戸
さくらRCとの合同例会の応対と懇親会の運営を行
いました。
⑷会員誕生祝は、全員お揃いのポロシャツを贈らせて
頂きました。季節的な品物であり、また毎月の誕生
祝にプレゼントがないと寂しいことが反省点です。
⑸会員の方々の関係する慶弔時には、親睦活動委員会
メンバー全員の協力を頂いて対応することが出来ま
した。
　１年間お世話になりまして、誠に有難うございました。

会場運営委員会
委員長　河野　正政

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。また、プログラ
ム委員会（司会）と連携し、タイムスケジュール
に沿って関係会員をスムーズに誘導することがで
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周年記念式典関連事
業・水戸さくらRCとの合同例会など、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58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、このような無駄を無くすことができると思っ
た。

プログラム委員会
委員長　長洲　雅彦

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
・その他、例会運営に必要な事項
⑵例会の司会進行
　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にご協力を頂きながら、
例会の司会進行を行った。
⑶卓話者の選定、及び卓話者との調整
　卓話者の選定、及び、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
 創立45周年記念事業として行った、水戸市役所へ
の記念品贈呈の除幕式における司会進行を行った。
また、2018-2019年度は、水戸市内6RC合同例
会、水戸さくらRCとの合同例会を、当クラブがホ
ストクラブとして開催したので、それぞれ司会進行
を行った。
１年間の反省としては、

⑴例会の進行における時間管理の方法を、発表者に事
前に予定時間を知らせる等、もっと工夫すべきで
あった。
⑵外部卓話者にお越し頂いた時、卓話時間の確保が不
十分なことがあった。また、途中退席者の防止策を
考えるべきであった。
⑶昨年度入会者のイニシエーションスピーチを実施す
べく連絡を入れたが、実施できなかった。また、今
年度３月以降の入会者のイニシエーションスピーチ
が、例会スケジュールの関係で設定出来なかった。
（次年度に持ち越しになりますので、宜しくお願い
致します。）
があげられるので、次年度への引継ぎ事項とした。

広報委員会
委員長　一毛　裕之

　本年は、各委員会で行った情報集会の取材、各事業
への参加、会員に向けての情報発信活動を行って参り
ました。
　また、FMぱるるんにて、各委員長の協力により水
戸南RCの認知度を上げる為の広報活動を行いまし
た。
　御礼申し上げます。１年間、ありがとうございまし
た。

会報委員会
委員長　川澄千亜紀

　今期は例会の楽しさや会員の個性をお伝えできるよ
う、写真を多くし、添付文を工夫いたしました。
　今後はSNSなどを活用し、例会速報やリアルな情報
交換も楽しいかもしれません。
　また、現行の紙面型は見やすくゆっくり読める利点
があります。
　併用して、誰もがいろいろな形で楽しめる会報作り
を次年度以降に委ねたいと思います。

雑誌委員会
委員長　奈良　早苗

・今年度は、委員全員が事前に送られてくる、ロータ
リーの友を読み、特に印象に残った記事を担当月に
紹介するスタイルをとりました（委員の個性を尊重
する意味を含めました）。
・年度初め、IT資料委員会とまじえて家庭集会を実施
しました。

コーン サラダ

翡翠仕立てのトロミスープ

細切りビーフの四川ピリ辛炒め

白身魚の鎮江黒酢仕立て

白飯・ザーサイ
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会食メニュー

会員組織委員会
委員長　小路　　實

・職業分類・会員選考・会員増強・ロータリー情報委
員会の皆様、ありがとうございました。
・会員増強では、94名になりました。
・会員選考ではオリエンテーションを通して、入会前
の会員としての心得を説明していただきました。

職業分類委員会
委員長　 大原　康宏

・総務省統計局の「日本標準産業分類」を基本とし、
職業分類調査を実施しました。
・新会員の職業分類を決定しました。
・新しい職業分類の開放はありませんでした。

会員選考委員会 
委員長　塩沢　富夫

　本年度は、５名の新会員候補の推薦がありました。
　全員について慎重に審査をした結果、５名全員が入
会致しました。

会員増強委員会 
委員長　郡司恵一郎

　今期は、会員数91名でスタートしました。
　会員増強目標は５名でした。８月１名、３月１名、
４月２名、６月１名と会員増強の目標は達成できまし
た。
　退会者につきましては、１月１名、３月１名の２名
でした。
　６月で、会員数94名となり、純増は３名となりま
した。
　ご協力ありがとうございました。

ロータリー情報委員会
委員長　根本　 次

①オリエンテーションの実施
　今までは、新会員候補に入会前のオリエンテー
ションを行っていましたが、今年度はガバナー公式
訪問時にガバナーより、入会前と入会後の少し慣れ
てきてからの２回に分けてのオリエンテーションが
望ましいとの指導をうけ、「今日からロータリア
ン」のテキストを使用し、４名のうちの２名、長岡
会員・山下会員が２回、茅根会員はロータリー歴が
ある為１回、丸尾会員は６月入会のため１回のオリ
エンテーションを行いました。
②1－3奉仕研究会への支援
　毎月開催される1－3奉仕研究会を、入会後の会
員のサポートとして位置づけ、できるだけ参加して
活動の支援を行いました。

クラブ管理運営委員会 
委員長　志村　　保

　各委員会とも、委員長を先頭にして、積極的に活動
していただきました。
　感謝しております。

親睦活動委員会
委員長　岡村　太郎

　今年度の基本方針及び事業計画に則り、今年度会
長・幹事をはじめ、プログラム委員会、会場運営委員
会、その他委員会の皆様のご協力のもとクラブ内の親
睦を深めることが出来ました。
⑴例会時のビジター・ゲストの受付とご紹介、会場運
営委員会との協力体制で例会運営を円滑に行いまし
た。
⑵納涼家族例会・新年家族例会を企画し、沢山のご家
族やお客様にご参加頂き開催することが出来まし
た。
⑶ガバナー公式訪問、水戸市内6RC合同例会、水戸
さくらRCとの合同例会の応対と懇親会の運営を行
いました。
⑷会員誕生祝は、全員お揃いのポロシャツを贈らせて
頂きました。季節的な品物であり、また毎月の誕生
祝にプレゼントがないと寂しいことが反省点です。
⑸会員の方々の関係する慶弔時には、親睦活動委員会
メンバー全員の協力を頂いて対応することが出来ま
した。
　１年間お世話になりまして、誠に有難うございました。

会場運営委員会
委員長　河野　正政

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。また、プログラ
ム委員会（司会）と連携し、タイムスケジュール
に沿って関係会員をスムーズに誘導することがで
きた。
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　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にご協力を頂きながら、
例会の司会進行を行った。
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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
 創立45周年記念事業として行った、水戸市役所へ
の記念品贈呈の除幕式における司会進行を行った。
また、2018-2019年度は、水戸市内6RC合同例
会、水戸さくらRCとの合同例会を、当クラブがホ
ストクラブとして開催したので、それぞれ司会進行
を行った。

１年間の反省としては、

⑴例会の進行における時間管理の方法を、発表者に事
前に予定時間を知らせる等、もっと工夫すべきで
あった。
⑵外部卓話者にお越し頂いた時、卓話時間の確保が不
十分なことがあった。また、途中退席者の防止策を
考えるべきであった。
⑶昨年度入会者のイニシエーションスピーチを実施す
べく連絡を入れたが、実施できなかった。また、今
年度３月以降の入会者のイニシエーションスピーチ
が、例会スケジュールの関係で設定出来なかった。
（次年度に持ち越しになりますので、宜しくお願い
致します。）

があげられるので、次年度への引継ぎ事項とした。

広報委員会
委員長　一毛　裕之

　本年は、各委員会で行った情報集会の取材、各事業
への参加、会員に向けての情報発信活動を行って参り
ました。
　また、FMぱるるんにて、各委員長の協力により水
戸南RCの認知度を上げる為の広報活動を行いまし
た。
　御礼申し上げます。１年間、ありがとうございまし
た。

会報委員会
委員長　川澄千亜紀

　今期は例会の楽しさや会員の個性をお伝えできるよ
う、写真を多くし、添付文を工夫いたしました。
　今後はSNSなどを活用し、例会速報やリアルな情報
交換も楽しいかもしれません。
　また、現行の紙面型は見やすくゆっくり読める利点
があります。
　併用して、誰もがいろいろな形で楽しめる会報作り
を次年度以降に委ねたいと思います。

雑誌委員会
委員長　奈良　早苗

・今年度は、委員全員が事前に送られてくる、ロータ
リーの友を読み、特に印象に残った記事を担当月に
紹介するスタイルをとりました（委員の個性を尊重
する意味を含めました）。

・年度初め、IT資料委員会とまじえて家庭集会を実施
しました。

コーン サラダ

翡翠仕立てのトロミスープ

細切りビーフの四川ピリ辛炒め

白身魚の鎮江黒酢仕立て

白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐
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マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ローピン伝達　粂田信行会員

月間卓話は、水戸プラザホテル 
取締役 総支配人　橋本典彦氏

今日のランチ新会員入会式　丸尾浩史新
会員から挨拶がありました

丸尾浩史新会員、ようこそ！

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

国本美加会員……

原口一吉会員……
小路　實会員……

奈良早苗会員……

久保田規子会員…

昨日、アリスの再結成ライブを最前列で
観ることができました！！すごいエネル
ギーでした！
体調管理に注意して下さい。
新会員の丸尾浩史さん、水戸南RC入会
おめでとうございます。宜しくお願いし
ます。
姫女菀（ヒメジョオン）　風にそよぎて　
雨を待つ
ニコニコBOX目標達成です！！

この計　　　31件　　　148,000円

■会員メークアップ
５/29　東京ピースウィングREC　　石井浩一
６/５　水戸西RC　　大金　誠
６/７　北海道2500REC　　野口英壽

 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「第３分区ガバナー補佐ご挨拶」

川上美智子第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
 5. RLIディスカッションリーダー委嘱状伝達

石井浩一会員、宇留野秀一会員、
川澄千亜紀会員 

 6. 米山功労者感謝状伝達
佐藤　衛会員（第22回）　米川幸喜会員（第２回）
久保田規子会員（第１回）

 7. 雑誌の時間 奈良早苗雑誌委員長
 8. 会　食
 9. 会務報告
（出席状況報告　ニコニコBOX　その他）

10. 幹事報告
11. クラブ協議会「下半期事業実績報告Ⅰ」

会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、親睦活動、
会場運営、プログラム、広報、会報、雑誌

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

６月第２例会プログラム
2019年６月14日（金）

１

２

３

４

会員動静
・丸尾浩史会員の入会により、現在の会員数は、
94名となりました。丸尾浩史会員は、親睦活動
委員会となります。
・宇留野秀一会員の事業所が７月より変更となります。
㈱タープステイト・コンサルティング　代表取締役
〒311-4141
水戸市赤塚1-400-10 SunfullGrace D棟
TEL.050-7121-2698　FAX.020-4664-1847
e-mail shu.uruno@gmail.com

会計からのお願い
支出のある委員会は、次週までに、会計または事務
局までお申し出ください。

鈴木年度、会長・幹事慰労コンペが開催されます
日　時：６月26日㈬
場　所：浅見ゴルフ倶楽部
　　　　水戸市杉崎1916-1　TEL.259-3811

次回例会日程
日　時：６月21日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：６月誕生祝い

「一年を顧みて」　　　　　　川﨑紀子幹事
クラブ協議会「下半期事業実績報告Ⅱ」
出席、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

前　週訂正出席率76.14％
前々週訂正出席率77.27％94名 56名 38名 64.37％６月第１例会（６月７日）

出席状況

６月第１例会　６月７日（金）

2019年（令和元年）６月14日（金）
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飛田二三雄会員（水戸西RC）
　　　　　　……

丸尾浩史会員……
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……
斎藤孝夫会員……
綿引甚介会員……

川澄千亜紀会員…
二川隆司会員……
笹館康男会員……
兼子充裕会員……

髙橋伸之会員……
市毛純一会員……
井澤卓司会員……

志村　保会員……
一毛裕之会員……
篠原　勉会員……

米田英雄会員……
粂田信行会員……
深谷　智会員……

菊池秀機会員・谷島孝明会員・川﨑英輝会員
　　　　　　……
金原和美会員……

宇留野秀一会員…

■ニコニコBOX（６月７日（金）扱）

本日（５/24）はワインの話をさせて頂き、有難
うございました。
今日から宜しくお願い致します。
86歳の誕生日に大好きな花を有難うございまし
た。
新会員の丸尾さんの入会を祝して。
新会員の丸尾さん、入会おめでとうございます。
水戸プラザホテル取締役総支配人の橋本典彦様、
本日の卓話宜しくお願い致します。
新会員の丸尾さん、ご入会おめでとうございます。
ノルマを達成できました。
本日から梅雨入りした様です。皆様、健康管理を
大切にして下さい。
いよいよ梅雨入りですね。
こんにちは。
４日水府学院へ行きました。多くを学びました。
私の父が先週100歳になり、百寿のお祝いをし
ました。皆様も100歳まで頑張りましょう。
例会に出席できるよう頑張ります。
雨の中の例会ご苦労様です。
全国警備業政治連盟が結成され、理事・会計責任
者に就任しました。
鈴木年度、あと１ヶ月ですね。
いよいよ最終月ですね。
水戸さくらRCとの合同ゴルフコンペで優勝しま
した。これで目標達成です。
新会員の丸尾さん、入会おめでとうございます。
あと１ヶ月ですね。会長、幹事お疲れ様です。
新会員の丸尾さん、ようこそ。初の同業者、万
歳。

新会員の丸尾様、入会おめでとうございます。
昨夜のフラギスさん出演の番組をご覧になられま
したか？とても素敵でした。ギリシャに行きたく
なりました。
来月から会社が変わります。宜しくお願いしま
す。

㈱伊勢甚本社 水戸プラザホテル 取締役総支配人　橋本典彦 氏㈱伊勢甚本社 水戸プラザホテル 取締役総支配人　橋本典彦 氏
■ゲスト

水戸RC　横須賀満夫会員■ビジター
ロータリー
親睦活動月間

５月26日㈰開催
地区親善野球大会 スナップ


