
郡司恵一郎会員増強
委員長

赤岩賢二米山記念奨
学委員長

ロータリーの時間は川上美智子第３
分区ガバナー補佐が挨拶されました

米川幸喜会員と久保田規子会員に米山
功労者感謝状が伝達されました

出席状況報告をする井澤卓司出席副委
員長

急用で途中退席した鈴木憲一会長に代わりクラブ協議会を進行した小路實会
長エレクト～「下半期事業実績報告Ⅰ」会員組織委員会の報告もされました

大原康宏職業分類委
員長

塩沢富夫会員選考委
員長

志村保クラブ管理運
営委員長

岡村太郎親睦活動委
員長

長洲雅彦プログラム
委員長

一毛裕之広報委員長 菊池秀機会報副委員
長

奈良早苗雑誌委員長 米川幸喜職業奉仕委
員長

宇留野秀一会員より６月22日㈯のおひ
さま食堂について案内がありました

深谷副幹事より次年度の事業計画の提出の
お願い～小路年度も動き出しております

ニコニコBOXの献金を報告する鈴木由紀子ニコ
ニコBOX副委員長～笑顔をありがとうございます

今年度最後の「雑誌の時間」は奈良早苗雑誌委員長
～同委員会のメンバーへの謝辞が心に響きました

石井浩一会員と宇留野秀一会員にRLIディスカ
ッションリーダーの委嘱状が伝達されました

クラブ協議会「下半期事業実績報告Ⅰ」

根本 次ロータリー
情報委員長

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
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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

この計　　　17件　　　75,000円

■会員メークアップ
６/２　　茨城ナイト

佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司
６/２・３　RI国際大会

佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司
６/12　　水戸西RC　　　赤岩賢二
６/13　　笠　間RC　　　高柳益美

 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「一年を顧みて」 川﨑紀子幹事
 5. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 篠原　勉会員（第５回）
 6. ベネファクター認証状伝達

 川﨑紀子会員、小路　實会員
 7. 親睦の時間「６月誕生祝」 親睦活動委員会

 １日 蔵持圭一　 ６日 長谷川國雄
 ８日 水口二良　 ９日 北原　実
11日 髙野　賢　19日 米森　厚
20日 島根昌明　26日 米田英雄
27日 廣澤一浩　28日 茅根正人

 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

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

６月第３例会プログラム
2019年６月21日（金）

１

２

３

おひさま食堂が開催されます
日　時：６月22日㈯　11:30～13:30
場　所：緑岡市民センター（水戸市見川町2563）

赤塚市民センター（水戸市河和田3-2329-3）
集　合：9:30（調理担当者は9:00）までに集合
※メークアップとなります。皆様のご参加・ご協力をお願い致
します。多数の参加お待ちしております。

ニコニコBOXからのお知らせ
ニコニコBOXの最終受付は６月28日㈮となってお
ります。

次回例会日程
日　時：６月28日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：会長・幹事慰労会

前　週訂正出席率76.67％
前々週訂正出席率76.14％94名 54名 40名 60.67％６月第２例会（６月14日）

出席状況

６月第２例会　６月14日（金）

2019年（令和元年）６月21日（金）
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川上美智子第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
　　　　　　……

鬼澤紘一会員（水戸東RC）
　　　　　　……

川﨑紀子会員……

大原康宏会員……
水越光男会員……
髙橋伸之会員……
軍司由佳会員……

櫻井盛二会員……

大金　誠会員……
塩沢富夫会員……
市毛純一会員・松本隆史会員
　　　　　　……
及川　譲会員……
米川幸喜会員……

原口一吉会員……
石井浩一会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（６月14日（金）扱）

最後のガバナー補佐訪問に伺いました。１年間お
世話になり有難うございました。

いつもお世話になります。先日のメークアップの
時、卓話の機会を頂き、恐縮に存じました。
第３分区ガバナー補佐川上美智子様、本日は宜し
くお願い致します。本日の委員会実績報告の委員
長様どうぞ宜しくお願い致します。
ご苦労様。
太田君よろしく。
無事、株主総会が終了しました。
今年度も、もう終わりますね。会長幹事大変お世
話になりました。お疲れ様でした。
川上ガバナー補佐、お世話になりました。会長幹
事、残り秒読みとなりました。大変お疲れ様です。
今年一年有難うございました。来年は？
川上ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。

川上ガバナー補佐、ご苦労様でした。
残金を入れました。
６月26日㈬に、浅見カントリーでSRGコンペを
開催します。皆様、ご参加宜しくお願いします。
水分補給して下さいませ。
川上ガバナー補佐、宜しくお願いします。
ハンブルグ国際大会に、佐藤衛PG、石井浩一会
員と３人で楽しかったです。茨城ナイトも盛会でし
た。帰りにウイーンとブタペストを見てきました。

第３分区ガバナー補佐　川上美智子 氏(水戸好文RC)第３分区ガバナー補佐　川上美智子 氏(水戸好文RC)
■ゲスト

水戸東RC　　原　　毅会員　　鬼澤紘一会員■ビジター
ロータリー
親睦活動月間



会食メニュー

出席委員会
委員長　島根　昌明

①クラブ目標の出席率80％を目指すためにメーク
アップ（1－3奉仕研究会、おひさま食堂、家庭集
会、他クラブへの出席、インターネットメークアッ
プ、SRG、野球部）を推進して参りました。

②例会数日前に、携帯電話メール案内を会員全員へ配
信致しましたところ、徐々にメールを見て返信して
頂ける会員が増えてまいりました。また、会員全員
への情報提供の手段として、らくらく連絡網と携帯
電話にメールを配信することで、意識が少し変わっ
てきたのではないかと思います。

③100％出席会員へ記念品をお渡し致します。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

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。

⑷らくらく連絡網の登録者69名が73名になった。
　全会員93名の約80％「2019年４月末現在」
⑸らくらく連絡網が例会案内以外、1－3奉仕研究
会、おひさま食堂、野球部などでも使われるように
なった。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

　事業開始当初の情報集会で、各委員会が計画された
事業が滞りなく完了したことと、大きな成果を上げた
ことに委員長として感謝いたします。

職業奉仕員会
委員長　 米川　幸喜

⑴『四つのテスト』の掲示
・毎例会時に、職業奉仕の実践に不可欠な『四つの
テスト』を例会場に掲示した。

⑵職場訪問の実施
・地域社会に貢献する企業として「水戸プラザホテ
ル」へ平成30年９月21日に職場訪問を行った。
「おもてなし」をテーマに大阪リッツカールトン
ホテルの資料映像を流し、水戸プラザホテル橋本
総支配人に卓話をお願いし、参加メンバーでホテ
ル内の見学をした。

⑶出前授業の実施
・平成30年11月16日、青少年奉仕委員会と連携
して「水戸市立緑岡小学校」にて、『出前授業』
を実施した。10名の会員の皆様に講師のご協力
を頂き、また、たくさんの水戸南RCの皆様に応

援していただきながら開催することができまし
た。

　１年間ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会 
委員長　原口　一吉

〈上半期〉
・おひさま食堂、二か所同時開催が実現しました。
ボランティアの方々も毎回参加して頂いておりま
す。
・市民への啓発として、千波湖で11月に開催され
たラーメンまつりに、おひさま食堂として参加し
ました。

〈下半期〉
・２月には「水戸学の道」の案内板が水戸南RCの
名入りで完成し、県内外の観光客・水戸市民に水
戸南RCの名前を知ってもらうことが出来た。
・おひさま食堂は、下半期も子供たちの楽しみのひ
とつに定着して来た事と思います。

青少年奉仕委員会 
委員長　谷島　孝明

＊職業奉仕委員会との共催で、出前授業を開催しまし
た。
「平成30年11月16日㈮ 水戸市立緑岡小学校」
　６年生を対象に、クラブ会員有志がそれぞれの職
業の経験と実績を通じて、これからの将来を担う青
少年へのエールを送る奉仕活動を行いました。
＊第17回水戸南RC杯中央地区ミニバスケットボール
大会を開催致しました。
「平成31年２月11日（月・祝）水戸市総合運動公園
体育館」
　決勝トーナメントでは、日ごろの練習の成果を発
揮し、見ごたえのある熱戦が繰り広げられました。
指導者・ご父兄の方々の応援にも熱がこもり、会場
内も盛り上がっていました。
＊青少年奉仕月間には、外部卓話者をお招きし、ご自
身の生い立ちからの青少年奉仕にかかわる貴重な卓
話を拝聴することができました。
会員の皆様のご協力感謝致します。ありがとうござい
ました。

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分野
第２「疾病予防と治療」、又は重点分野第３「水と
衛生」に関する奉仕活動を立案・実行する。
→国際ロータリー第2820地区の承認を賜り、シー
ロムRCと協働してタイ王国西部バンポン地方病
院に医療機器を贈呈(７月７日に確認予定)

②友好クラブである高松西RCと協働できる国際奉仕
活動を検討及び企画する。
→次年度引継ぎ
③姉妹クラブである清州西原RCと協働できる国際奉
仕活動を検討及び企画する。
→次年度引継ぎ
④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」事業に提唱クラブとして参加する
とともに、他のクラブの事業に対して賛同する。
→水越光男年度、鈴木憲一年度の消防自動車贈呈が
進んでいない。タイ国内の規制が厳しくなり、低
年式車の輸入が原則不可になったため。(３台と
も初年度登録が昭和58年)

 水越光男年度、鈴木憲一年度共に国際ロータリー第
2820地区の各クラブより「この指とまれ」事業にご
賛同いただき、多額のご献金をいただいている。各ク
ラブへ事情説明に伺わなくてはならない。

姉妹・友好クラブ交流委員会 
委員長　石井　浩一

１．2019年４月13日から15日、高松西RCの創立
50周年記念式典及び関連行事に、当クラブ会員
24名が参加し、友好と親睦を深めた。

２．2018年７月６日から11日、タイ王国を総勢10
名で訪問した。
７月７日はアナートチャロン病院を訪問、７月８
日はカンタララック病院を訪問、７月９日はバン
ポン病院に訪問し、医療用ベッド贈呈式に参加し
た。また、７月８日には、シーロムRCの会長就
任式に参加した。７月10日には、シーロムRC、
バンポンRCのロータリアンとカンチャナブリー
観光に参加して、友好と親睦を深めた。

３．韓国清州西原RCとは、周年行事等が無かったの
で、訪問交流活動は無かった。

　会員の皆様、ご協力とご理解を頂きありがとうござ
いました。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１．年次寄付
目　標：$11,830（130ドル以上／人）
　　　　会員91名
結　果：$13,900（152ドル／人）
　　　　月例献金含む
達成率：117％（2019年５月24日現在）

２．ポリオプラス
目　標：＄1,820（20ドル以上／人）
　　　　会員91名
結　果：＄1,962（21ドル／人）
達成率：108％（2019年５月24日現在）

３．恒久基金【ベネファクター】　年間1,000ドル
目　標：$1,000（１名以上／人）

結　果：$2,000（2名）
達成率：200％（2019年５月17日現在）

　会員の皆様のご協力を頂きまして、目標を達成する
事が出来ました。心から感謝申し上げます、ありがと
う御座いました。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

・寄付目標達成率　88％
・10月の米山月間において、米山記念奨学生のス
ティーブ君の卓話を聞き奨学生の家族や母国の事を
学びました。
・例会毎に、献金の呼びかけや個別に献金状況をお伝
えしました。
・米山奨学生の例会出席毎に近況報告をして頂き、カ
ウンセラーと協力してサポートが出来ました。
・家族例会に米山奨学生の家族もお迎えし、交流を図
りました。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

６月第２例会終了時点の実績
・寄付金総額：2,535,120円
・目標額（３万円）達成者：44名
　当初予算では2,760,000円（92名×30,000円）
を計上しておりましたが、現時点で224,880円のマ
イナスとなっております。
　最終例会（会長・幹事慰労会）に向けて、何とか目
標達成できるよう、会員の皆様には更なるご協力をお
願いしたいと考えております。
　１年間、ご協力有難うございました。

会計委員会
委員長　細谷　達朗

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・引き続き、適正な会計処理に務め、クラブが円滑に
運営できるよう努めてまいります。
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焼八寸　ツナピーマン　鮪松風
ひじき煮　花茗荷
鰤照焼き　青海苔入り玉子焼き
山桃甘露煮

造　里　キハダ鮪叩き　甘海老
煮　物　鶏と茄子の治部煮仕立て
食　事　俵推し　奈良漬
赤出汁
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委員長　島根　昌明

①クラブ目標の出席率80％を目指すためにメーク
アップ（1－3奉仕研究会、おひさま食堂、家庭集
会、他クラブへの出席、インターネットメークアッ
プ、SRG、野球部）を推進して参りました。

②例会数日前に、携帯電話メール案内を会員全員へ配
信致しましたところ、徐々にメールを見て返信して
頂ける会員が増えてまいりました。また、会員全員
への情報提供の手段として、らくらく連絡網と携帯
電話にメールを配信することで、意識が少し変わっ
てきたのではないかと思います。

③100％出席会員へ記念品をお渡し致します。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

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。

⑷らくらく連絡網の登録者69名が73名になった。
　全会員93名の約80％「2019年４月末現在」
⑸らくらく連絡網が例会案内以外、1－3奉仕研究
会、おひさま食堂、野球部などでも使われるように
なった。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

　事業開始当初の情報集会で、各委員会が計画された
事業が滞りなく完了したことと、大きな成果を上げた
ことに委員長として感謝いたします。

職業奉仕員会
委員長　 米川　幸喜

⑴『四つのテスト』の掲示
・毎例会時に、職業奉仕の実践に不可欠な『四つの
テスト』を例会場に掲示した。

⑵職場訪問の実施
・地域社会に貢献する企業として「水戸プラザホテ
ル」へ平成30年９月21日に職場訪問を行った。
「おもてなし」をテーマに大阪リッツカールトン
ホテルの資料映像を流し、水戸プラザホテル橋本
総支配人に卓話をお願いし、参加メンバーでホテ
ル内の見学をした。

⑶出前授業の実施
・平成30年11月16日、青少年奉仕委員会と連携
して「水戸市立緑岡小学校」にて、『出前授業』
を実施した。10名の会員の皆様に講師のご協力
を頂き、また、たくさんの水戸南RCの皆様に応

援していただきながら開催することができまし
た。

　１年間ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会 
委員長　原口　一吉

〈上半期〉
・おひさま食堂、二か所同時開催が実現しました。
ボランティアの方々も毎回参加して頂いておりま
す。
・市民への啓発として、千波湖で11月に開催され
たラーメンまつりに、おひさま食堂として参加し
ました。

〈下半期〉
・２月には「水戸学の道」の案内板が水戸南RCの
名入りで完成し、県内外の観光客・水戸市民に水
戸南RCの名前を知ってもらうことが出来た。
・おひさま食堂は、下半期も子供たちの楽しみのひ
とつに定着して来た事と思います。

青少年奉仕委員会 
委員長　谷島　孝明

＊職業奉仕委員会との共催で、出前授業を開催しまし
た。
「平成30年11月16日㈮ 水戸市立緑岡小学校」
　６年生を対象に、クラブ会員有志がそれぞれの職
業の経験と実績を通じて、これからの将来を担う青
少年へのエールを送る奉仕活動を行いました。
＊第17回水戸南RC杯中央地区ミニバスケットボール
大会を開催致しました。
「平成31年２月11日（月・祝）水戸市総合運動公園
体育館」
　決勝トーナメントでは、日ごろの練習の成果を発
揮し、見ごたえのある熱戦が繰り広げられました。
指導者・ご父兄の方々の応援にも熱がこもり、会場
内も盛り上がっていました。
＊青少年奉仕月間には、外部卓話者をお招きし、ご自
身の生い立ちからの青少年奉仕にかかわる貴重な卓
話を拝聴することができました。
会員の皆様のご協力感謝致します。ありがとうござい
ました。

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分野
第２「疾病予防と治療」、又は重点分野第３「水と
衛生」に関する奉仕活動を立案・実行する。
→国際ロータリー第2820地区の承認を賜り、シー
ロムRCと協働してタイ王国西部バンポン地方病
院に医療機器を贈呈(７月７日に確認予定)

②友好クラブである高松西RCと協働できる国際奉仕
活動を検討及び企画する。
→次年度引継ぎ
③姉妹クラブである清州西原RCと協働できる国際奉
仕活動を検討及び企画する。
→次年度引継ぎ
④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」事業に提唱クラブとして参加する
とともに、他のクラブの事業に対して賛同する。
→水越光男年度、鈴木憲一年度の消防自動車贈呈が
進んでいない。タイ国内の規制が厳しくなり、低
年式車の輸入が原則不可になったため。(３台と
も初年度登録が昭和58年)

 水越光男年度、鈴木憲一年度共に国際ロータリー第
2820地区の各クラブより「この指とまれ」事業にご
賛同いただき、多額のご献金をいただいている。各ク
ラブへ事情説明に伺わなくてはならない。

姉妹・友好クラブ交流委員会 
委員長　石井　浩一

１．2019年４月13日から15日、高松西RCの創立
50周年記念式典及び関連行事に、当クラブ会員
24名が参加し、友好と親睦を深めた。

２．2018年７月６日から11日、タイ王国を総勢10
名で訪問した。
７月７日はアナートチャロン病院を訪問、７月８
日はカンタララック病院を訪問、７月９日はバン
ポン病院に訪問し、医療用ベッド贈呈式に参加し
た。また、７月８日には、シーロムRCの会長就
任式に参加した。７月10日には、シーロムRC、
バンポンRCのロータリアンとカンチャナブリー
観光に参加して、友好と親睦を深めた。

３．韓国清州西原RCとは、周年行事等が無かったの
で、訪問交流活動は無かった。

　会員の皆様、ご協力とご理解を頂きありがとうござ
いました。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１．年次寄付
目　標：$11,830（130ドル以上／人）
　　　　会員91名
結　果：$13,900（152ドル／人）
　　　　月例献金含む
達成率：117％（2019年５月24日現在）

２．ポリオプラス
目　標：＄1,820（20ドル以上／人）
　　　　会員91名
結　果：＄1,962（21ドル／人）
達成率：108％（2019年５月24日現在）

３．恒久基金【ベネファクター】　年間1,000ドル
目　標：$1,000（１名以上／人）

結　果：$2,000（2名）
達成率：200％（2019年５月17日現在）

　会員の皆様のご協力を頂きまして、目標を達成する
事が出来ました。心から感謝申し上げます、ありがと
う御座いました。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

・寄付目標達成率　88％
・10月の米山月間において、米山記念奨学生のス
ティーブ君の卓話を聞き奨学生の家族や母国の事を
学びました。
・例会毎に、献金の呼びかけや個別に献金状況をお伝
えしました。
・米山奨学生の例会出席毎に近況報告をして頂き、カ
ウンセラーと協力してサポートが出来ました。
・家族例会に米山奨学生の家族もお迎えし、交流を図
りました。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

６月第２例会終了時点の実績
・寄付金総額：2,535,120円
・目標額（３万円）達成者：44名
　当初予算では2,760,000円（92名×30,000円）
を計上しておりましたが、現時点で224,880円のマ
イナスとなっております。
　最終例会（会長・幹事慰労会）に向けて、何とか目
標達成できるよう、会員の皆様には更なるご協力をお
願いしたいと考えております。
　１年間、ご協力有難うございました。

会計委員会
委員長　細谷　達朗

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・引き続き、適正な会計処理に務め、クラブが円滑に
運営できるよう努めてまいります。
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会食メニュー

出席委員会
委員長　島根　昌明

①クラブ目標の出席率80％を目指すためにメーク
アップ（1－3奉仕研究会、おひさま食堂、家庭集
会、他クラブへの出席、インターネットメークアッ
プ、SRG、野球部）を推進して参りました。
②例会数日前に、携帯電話メール案内を会員全員へ配
信致しましたところ、徐々にメールを見て返信して
頂ける会員が増えてまいりました。また、会員全員
への情報提供の手段として、らくらく連絡網と携帯
電話にメールを配信することで、意識が少し変わっ
てきたのではないかと思います。
③100％出席会員へ記念品をお渡し致します。

IT資料委員会
委員長　粂田　信行

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。
⑷らくらく連絡網の登録者69名が73名になった。
　全会員93名の約80％「2019年４月末現在」
⑸らくらく連絡網が例会案内以外、1－3奉仕研究
会、おひさま食堂、野球部などでも使われるように
なった。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

　事業開始当初の情報集会で、各委員会が計画された
事業が滞りなく完了したことと、大きな成果を上げた
ことに委員長として感謝いたします。

職業奉仕員会
委員長　 米川　幸喜

⑴『四つのテスト』の掲示
・毎例会時に、職業奉仕の実践に不可欠な『四つの
テスト』を例会場に掲示した。

⑵職場訪問の実施
・地域社会に貢献する企業として「水戸プラザホテ
ル」へ平成30年９月21日に職場訪問を行った。
「おもてなし」をテーマに大阪リッツカールトン
ホテルの資料映像を流し、水戸プラザホテル橋本
総支配人に卓話をお願いし、参加メンバーでホテ
ル内の見学をした。

⑶出前授業の実施
・平成30年11月16日、青少年奉仕委員会と連携
して「水戸市立緑岡小学校」にて、『出前授業』
を実施した。10名の会員の皆様に講師のご協力
を頂き、また、たくさんの水戸南RCの皆様に応

援していただきながら開催することができまし
た。

　１年間ご協力ありがとうございました。
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〈上半期〉
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ボランティアの方々も毎回参加して頂いておりま
す。
・市民への啓発として、千波湖で11月に開催され
たラーメンまつりに、おひさま食堂として参加し
ました。

〈下半期〉
・２月には「水戸学の道」の案内板が水戸南RCの
名入りで完成し、県内外の観光客・水戸市民に水
戸南RCの名前を知ってもらうことが出来た。
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揮し、見ごたえのある熱戦が繰り広げられました。
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事業が滞りなく完了したことと、大きな成果を上げた
ことに委員長として感謝いたします。

職業奉仕員会
委員長　 米川　幸喜

⑴『四つのテスト』の掲示
・毎例会時に、職業奉仕の実践に不可欠な『四つの
テスト』を例会場に掲示した。

⑵職場訪問の実施
・地域社会に貢献する企業として「水戸プラザホテ
ル」へ平成30年９月21日に職場訪問を行った。
「おもてなし」をテーマに大阪リッツカールトン
ホテルの資料映像を流し、水戸プラザホテル橋本
総支配人に卓話をお願いし、参加メンバーでホテ
ル内の見学をした。

⑶出前授業の実施
・平成30年11月16日、青少年奉仕委員会と連携
して「水戸市立緑岡小学校」にて、『出前授業』
を実施した。10名の会員の皆様に講師のご協力
を頂き、また、たくさんの水戸南RCの皆様に応

援していただきながら開催することができまし
た。

　１年間ご協力ありがとうございました。

社会奉仕委員会 
委員長　原口　一吉

〈上半期〉
・おひさま食堂、二か所同時開催が実現しました。
ボランティアの方々も毎回参加して頂いておりま
す。
・市民への啓発として、千波湖で11月に開催され
たラーメンまつりに、おひさま食堂として参加し
ました。

〈下半期〉
・２月には「水戸学の道」の案内板が水戸南RCの
名入りで完成し、県内外の観光客・水戸市民に水
戸南RCの名前を知ってもらうことが出来た。
・おひさま食堂は、下半期も子供たちの楽しみのひ
とつに定着して来た事と思います。

青少年奉仕委員会 
委員長　谷島　孝明

＊職業奉仕委員会との共催で、出前授業を開催しまし
た。
「平成30年11月16日㈮ 水戸市立緑岡小学校」
　６年生を対象に、クラブ会員有志がそれぞれの職
業の経験と実績を通じて、これからの将来を担う青
少年へのエールを送る奉仕活動を行いました。
＊第17回水戸南RC杯中央地区ミニバスケットボール
大会を開催致しました。
「平成31年２月11日（月・祝）水戸市総合運動公園
体育館」
　決勝トーナメントでは、日ごろの練習の成果を発
揮し、見ごたえのある熱戦が繰り広げられました。
指導者・ご父兄の方々の応援にも熱がこもり、会場
内も盛り上がっていました。
＊青少年奉仕月間には、外部卓話者をお招きし、ご自
身の生い立ちからの青少年奉仕にかかわる貴重な卓
話を拝聴することができました。
会員の皆様のご協力感謝致します。ありがとうござい
ました。

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分野
第２「疾病予防と治療」、又は重点分野第３「水と
衛生」に関する奉仕活動を立案・実行する。
→国際ロータリー第2820地区の承認を賜り、シー
ロムRCと協働してタイ王国西部バンポン地方病
院に医療機器を贈呈(７月７日に確認予定)

②友好クラブである高松西RCと協働できる国際奉仕
活動を検討及び企画する。
→次年度引継ぎ

③姉妹クラブである清州西原RCと協働できる国際奉
仕活動を検討及び企画する。
→次年度引継ぎ

④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」事業に提唱クラブとして参加する
とともに、他のクラブの事業に対して賛同する。
→水越光男年度、鈴木憲一年度の消防自動車贈呈が
進んでいない。タイ国内の規制が厳しくなり、低
年式車の輸入が原則不可になったため。(３台と
も初年度登録が昭和58年)

 水越光男年度、鈴木憲一年度共に国際ロータリー第
2820地区の各クラブより「この指とまれ」事業にご
賛同いただき、多額のご献金をいただいている。各ク
ラブへ事情説明に伺わなくてはならない。

姉妹・友好クラブ交流委員会 
委員長　石井　浩一

１．2019年４月13日から15日、高松西RCの創立
50周年記念式典及び関連行事に、当クラブ会員
24名が参加し、友好と親睦を深めた。

２．2018年７月６日から11日、タイ王国を総勢10
名で訪問した。
７月７日はアナートチャロン病院を訪問、７月８
日はカンタララック病院を訪問、７月９日はバン
ポン病院に訪問し、医療用ベッド贈呈式に参加し
た。また、７月８日には、シーロムRCの会長就
任式に参加した。７月10日には、シーロムRC、
バンポンRCのロータリアンとカンチャナブリー
観光に参加して、友好と親睦を深めた。

３．韓国清州西原RCとは、周年行事等が無かったの
で、訪問交流活動は無かった。

　会員の皆様、ご協力とご理解を頂きありがとうござ
いました。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１．年次寄付
目　標：$11,830（130ドル以上／人）
　　　　会員91名
結　果：$13,900（152ドル／人）
　　　　月例献金含む
達成率：117％（2019年５月24日現在）

２．ポリオプラス
目　標：＄1,820（20ドル以上／人）
　　　　会員91名
結　果：＄1,962（21ドル／人）
達成率：108％（2019年５月24日現在）

３．恒久基金【ベネファクター】　年間1,000ドル
目　標：$1,000（１名以上／人）

結　果：$2,000（2名）
達成率：200％（2019年５月17日現在）

　会員の皆様のご協力を頂きまして、目標を達成する
事が出来ました。心から感謝申し上げます、ありがと
う御座いました。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

・寄付目標達成率　88％
・10月の米山月間において、米山記念奨学生のス
ティーブ君の卓話を聞き奨学生の家族や母国の事を
学びました。
・例会毎に、献金の呼びかけや個別に献金状況をお伝
えしました。
・米山奨学生の例会出席毎に近況報告をして頂き、カ
ウンセラーと協力してサポートが出来ました。
・家族例会に米山奨学生の家族もお迎えし、交流を図
りました。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

６月第２例会終了時点の実績
・寄付金総額：2,535,120円
・目標額（３万円）達成者：44名
　当初予算では2,760,000円（92名×30,000円）
を計上しておりましたが、現時点で224,880円のマ
イナスとなっております。
　最終例会（会長・幹事慰労会）に向けて、何とか目
標達成できるよう、会員の皆様には更なるご協力をお
願いしたいと考えております。
　１年間、ご協力有難うございました。

会計委員会
委員長　細谷　達朗

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・引き続き、適正な会計処理に務め、クラブが円滑に
運営できるよう努めてまいります。
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焼八寸　ツナピーマン　鮪松風
ひじき煮　花茗荷
鰤照焼き　青海苔入り玉子焼き
山桃甘露煮

造　里　キハダ鮪叩き　甘海老
煮　物　鶏と茄子の治部煮仕立て
食　事　俵推し　奈良漬
赤出汁



郡司恵一郎会員増強
委員長

赤岩賢二米山記念奨
学委員長

ロータリーの時間は川上美智子第３
分区ガバナー補佐が挨拶されました

米川幸喜会員と久保田規子会員に米山
功労者感謝状が伝達されました

出席状況報告をする井澤卓司出席副委
員長

急用で途中退席した鈴木憲一会長に代わりクラブ協議会を進行した小路實会
長エレクト～「下半期事業実績報告Ⅰ」会員組織委員会の報告もされました

大原康宏職業分類委
員長

塩沢富夫会員選考委
員長

志村保クラブ管理運
営委員長

岡村太郎親睦活動委
員長

長洲雅彦プログラム
委員長

一毛裕之広報委員長 菊池秀機会報副委員
長

奈良早苗雑誌委員長 米川幸喜職業奉仕委
員長

宇留野秀一会員より６月22日㈯のおひ
さま食堂について案内がありました

深谷副幹事より次年度の事業計画の提出の
お願い～小路年度も動き出しております

ニコニコBOXの献金を報告する鈴木由紀子ニコ
ニコBOX副委員長～笑顔をありがとうございます

今年度最後の「雑誌の時間」は奈良早苗雑誌委員長
～同委員会のメンバーへの謝辞が心に響きました

石井浩一会員と宇留野秀一会員にRLIディスカ
ッションリーダーの委嘱状が伝達されました

クラブ協議会「下半期事業実績報告Ⅰ」

根本 次ロータリー
情報委員長

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

この計　　　17件　　　75,000円

■会員メークアップ
６/２　　茨城ナイト

佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司
６/２・３　RI国際大会

佐藤　衛　　石井浩一　　石川啓司
６/12　　水戸西RC　　　赤岩賢二
６/13　　笠　間RC　　　高柳益美

 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「一年を顧みて」 川﨑紀子幹事
 5. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 篠原　勉会員（第５回）
 6. ベネファクター認証状伝達

 川﨑紀子会員、小路　實会員
 7. 親睦の時間「６月誕生祝」 親睦活動委員会

 １日 蔵持圭一　 ６日 長谷川國雄
 ８日 水口二良　 ９日 北原　実
11日 髙野　賢　19日 米森　厚
20日 島根昌明　26日 米田英雄
27日 廣澤一浩　28日 茅根正人

 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

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

６月第３例会プログラム
2019年６月21日（金）

１

２

３

おひさま食堂が開催されます
日　時：６月22日㈯　11:30～13:30
場　所：緑岡市民センター（水戸市見川町2563）

赤塚市民センター（水戸市河和田3-2329-3）
集　合：9:30（調理担当者は9:00）までに集合
※メークアップとなります。皆様のご参加・ご協力をお願い致
します。多数の参加お待ちしております。

ニコニコBOXからのお知らせ
ニコニコBOXの最終受付は６月28日㈮となってお
ります。

次回例会日程
日　時：６月28日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：会長・幹事慰労会

前　週訂正出席率76.67％
前々週訂正出席率76.14％94名 54名 40名 60.67％６月第２例会（６月14日）

出席状況

６月第２例会　６月14日（金）

2019年（令和元年）６月21日（金）
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川上美智子第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
　　　　　　……

鬼澤紘一会員（水戸東RC）
　　　　　　……

川﨑紀子会員……

大原康宏会員……
水越光男会員……
髙橋伸之会員……
軍司由佳会員……

櫻井盛二会員……

大金　誠会員……
塩沢富夫会員……
市毛純一会員・松本隆史会員
　　　　　　……
及川　譲会員……
米川幸喜会員……

原口一吉会員……
石井浩一会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（６月14日（金）扱）

最後のガバナー補佐訪問に伺いました。１年間お
世話になり有難うございました。

いつもお世話になります。先日のメークアップの
時、卓話の機会を頂き、恐縮に存じました。
第３分区ガバナー補佐川上美智子様、本日は宜し
くお願い致します。本日の委員会実績報告の委員
長様どうぞ宜しくお願い致します。
ご苦労様。
太田君よろしく。
無事、株主総会が終了しました。
今年度も、もう終わりますね。会長幹事大変お世
話になりました。お疲れ様でした。
川上ガバナー補佐、お世話になりました。会長幹
事、残り秒読みとなりました。大変お疲れ様です。
今年一年有難うございました。来年は？
川上ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。

川上ガバナー補佐、ご苦労様でした。
残金を入れました。
６月26日㈬に、浅見カントリーでSRGコンペを
開催します。皆様、ご参加宜しくお願いします。
水分補給して下さいませ。
川上ガバナー補佐、宜しくお願いします。
ハンブルグ国際大会に、佐藤衛PG、石井浩一会
員と３人で楽しかったです。茨城ナイトも盛会でし
た。帰りにウイーンとブタペストを見てきました。

第３分区ガバナー補佐　川上美智子 氏(水戸好文RC)第３分区ガバナー補佐　川上美智子 氏(水戸好文RC)
■ゲスト

水戸東RC　　原　　毅会員　　鬼澤紘一会員■ビジター
ロータリー
親睦活動月間


