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例会場

例会開始前

RIテーマ：ロータリーは世界をつなぐ

地区スローガン／人、学びて更なる奉仕
クラブ会長方針／心に寄り添う魅力あるクラブ

水戸南
　 ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

週　報

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：長洲雅彦　副委員長：郡司恵一郎　アドバイザー：松本隆史　委員：軍司　由佳、川上　正一

●会　長　小路　　實　会長エレクト　志村　　保
●幹　事　深谷　　智　副会長　　　　篠原　　勉
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　小川　啓子

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

幹幹 事事 報報 告告

■財団BOX（９月６日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金(第8回)

＄100　10,600円(累計＄15,800)
笹館康男会員……財団の友献金 (第9回)

＄100　10,600円(累計＄12,900)
久保田啓藏会員…財団の友献金(第2回)

＄100　10,600円(累計＄10,200)
水越光男会員……財団の友献金(第7回)

＄100　10,600円(累計 ＄4,700)
石井浩一会員……財団の友献金(第8回)

＄100　10,600円(累計 ＄3,800)
兼子光裕会員……財団の友献金 (第8回)

＄100　10,600円(累計 ＄3,800)
菊池秀機会員……財団の友献金 (第2回)

＄100　10,600円(累計 ＄3,200)
髙橋伸之会員……財団の友献金 (第7回)

＄100　10,600円(累計 ＄2,700)

この計　　　8件　　　$800　　　84,800円

■米山BOX（９月６日（金）扱）
粂田信行会員……米山功労者献金(第4回)

10,000円(累計540,000円)
川澄千亜紀会員…米山功労者献金(第4回)

10,000円(累計140,000円)

この計　　　２件　　　20,000円
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2019年（令和元年）９月13日（金）

基本的教育と識字率向上／
ロータリーの友月間

中村澄夫ガバナー（東海那珂RC）
　　　　　　……

神代　隆地区会計長（東海那珂RC）
　　　　　　……
石田哲郎第３分区ガバナー補佐（水戸西RC）
　　　　　　……
小路　實会員……

深谷　智会員……

髙野　賢会員……
塩沢富夫会員……

笹館康男会員・久信田秀一会員
　　　　　　……
中川勝義会員……
軍司由佳会員・録田幸裕会員
　　　　　　……
谷島孝明会員……
市毛純一会員……
田口喜三郎会員…

久保田啓藏会員…
水口二良会員……
志村　保会員……
松本隆史会員……

篠原　勉会員……
根本 次会員……

米田英雄会員……
及川　譲会員……
赤岩賢二会員……
大原康宏会員・米川幸喜会員・高柳益美会員・岡村太郎会員・
宇留野秀一会員・川﨑英輝会員・上野義哉会員
　　　　　　……
石井邦明会員……

武田　誠会員……

石川啓司会員……

この計　　　34件　　　131,000円

■会員メークアップ
９／２　　水戸さくらRC　石井浩一
９／４　　水戸西RC　　　石井浩一
９／５　　水戸東RC　　　石井浩一
９／５　　笠間RC　　　　高柳益美

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈奉仕の理想〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間「職場訪問について」

 菊池秀機職業奉仕委員長
 5. 雑誌の時間 雑誌委員会
 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. イニシエーションスピーチ

 茅根正人会員、山下真悟会員
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

９月第２例会プログラム
2019年９月13日（金）

前　週訂正出席率68.60％
前々週訂正出席率70.24％91名 59名 32名 68.60％９月第１例会（９月６日）

出席状況
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■ニコニコBOX（９月６日（金）扱）

水戸南RCの皆様こんにちは。本日は宜しくお願
い致します。

本日は宜しくお願い致します。

本日は宜しくお願い致します。
中村ガバナー公式訪問有難うございます。関係者
の皆様、宜しくお願いします。
中村ガバナーようこそお越しくださいました。本
日は宜しくお願い致します。
中村ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
中村ガバナー、石田第３分区ガバナー補佐、清水地区
幹事、神代地区会計長ようこそいらっしゃいました。

ガバナー御一同様有難うございます。
中村ガバナーご苦労様です。宜しくお願い致します。

中村澄夫ガバナー、本日は宜しくお願いします。
ようこそ！
今日はガバナー公式訪問ですね。
中村ガバナーの公式訪問を記念して。石田第３分
区ガバナー補佐ご苦労様です。
中村ガバナーの公式訪問を記念して。
中村ガバナーの公式訪問を歓迎して。
ガバナー、ご訪問有難うございます。
中村ガバナー、石田第３分区ガバナー補佐、清水
地区幹事本日はご苦労様です。
中村ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
中村ガバナー本日はようこそ。石田第３分区ガバ
ナー補佐連日ご苦労様です。
中村ガバナーようこそ水戸南RCへ。
本日の協議会、ガバナー宜しくお願い致します。
ガバナーようこそ。

中村ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
中村ガバナー、ようこそお越し下さいました。本
日は宜しくお願い致します。
中村ガバナー、石田第３分区ガバナー補佐、今日
はご苦労様です。どうぞ宜しくお願い致します。
中村澄夫ガバナー、お待ちしておりました。頑
張って下さい。

RI第2820地区ガバナー 中村澄夫 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　地区幹事 清水　繁 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　地区会計長 神代　隆 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐 石田哲郎 氏（水戸西RC）
　　　〃　　　地区大会実行委員長 浅川清司 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐セクレタリー 星野真昌 氏（水戸西RC）

RI第2820地区ガバナー 中村澄夫 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　地区幹事 清水　繁 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　地区会計長 神代　隆 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐 石田哲郎 氏（水戸西RC）
　　　〃　　　地区大会実行委員長 浅川清司 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐セクレタリー 星野真昌 氏（水戸西RC）

■ゲスト

１

２

３

４

９月第１例会　９月６日（金）　ガバナー公式訪問

会員の皆様へ
先週は、ガバナー公式訪問でした。
多くの会員の皆様にご協力いただきました。心より
御礼申し上げます。

９月20日㈮ 野口英壽会員　喜寿祝い
次週例会（18:30～）後　「喜寿を祝う会」を開催

９月28日㈯ 第15回日韓親善会議
受付 13:00～
ウェスティンホテル仙台（仙台市青葉区一番町1-9-1）

10月11日㈮ 職場訪問（移動例会）
「盲導犬体験」　12:30～13:30
M-スポ（水戸市南町3丁目6番地）

次回例会日程
９月20日㈮　18:30～　水戸プラザホテル
※９月27日金の例会は、定款第８条第１節により
休会となりますのでご注意下さい。

さくさくサラダ

ナメコの白造りトロミスープ

細切りポークのオイスターソース炒め　

ぷりぷり海老とふわふわ卵のチリソース

白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐



ガバナー公式訪問記念写真

中村ガバナーお出迎え

国歌斉唱

小路会長挨拶 中村ガバナーご挨拶

クラブ協議会会場入り口

クラブ協議会クラブ協議会でメモを取る中村ガバナー

コーヒーブレイクでケーキに囲まれた久保田（規）会員
（因みに、全部は食べてませんよ）

本日の食事
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　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐セクレタリー 星野真昌 氏（水戸西RC）

RI第2820地区ガバナー 中村澄夫 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　地区幹事 清水　繁 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　地区会計長 神代　隆 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐 石田哲郎 氏（水戸西RC）
　　　〃　　　地区大会実行委員長 浅川清司 氏（東海那珂RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐セクレタリー 星野真昌 氏（水戸西RC）

■ゲスト

１

２

３

４

９月第１例会　９月６日（金）　ガバナー公式訪問

会員の皆様へ
先週は、ガバナー公式訪問でした。
多くの会員の皆様にご協力いただきました。心より
御礼申し上げます。

９月20日㈮ 野口英壽会員　喜寿祝い
次週例会（18:30～）後　「喜寿を祝う会」を開催

９月28日㈯ 第15回日韓親善会議
受付 13:00～
ウェスティンホテル仙台（仙台市青葉区一番町1-9-1）

10月11日㈮ 職場訪問（移動例会）
「盲導犬体験」　12:30～13:30
M-スポ（水戸市南町3丁目6番地）

次回例会日程
９月20日㈮　18:30～　水戸プラザホテル
※９月27日金の例会は、定款第８条第１節により
休会となりますのでご注意下さい。

さくさくサラダ

ナメコの白造りトロミスープ

細切りポークのオイスターソース炒め　

ぷりぷり海老とふわふわ卵のチリソース

白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐


