
会食メニュー

９月誕生日を代表して、及川会員が挨拶 会務報告をする太田出席委員長

会務報告をする谷島ニコニコBOX委員長 会務報告をする二川ロータリー財団委
員長

会務報告をする髙橋米山記念奨学委員長 幹事報告をする深谷幹事

９月誕生祝の皆さん

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

ビーフカレー
季節のサラダ　コーヒー

■財団BOX（９月20日（金）扱）
太田聖史会員……財団の友献金(第７回)

$100　 10,600円(累計$3,700)
野口英壽会員……財団の友献金(第７回)

$100　 10,600円(累計$1,700)
鈴木由紀子会員…財団の友献金(第７回)

$100　 10,600円(累計 $700)
深谷　智会員……ベネファクター献金(第１～10回)

$1,000　106,000円(累計$1,000)

この計　　　４件　　　$1,300　　　137,800円

■米山BOX（９月20日（金）扱）
大金　誠会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計770,000円)
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計540,000円)
太田聖史会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計260,000円)
野口英壽会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計 80,000円)

この計　　　４件　　　40,000円
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経済と地域社会の発展／
米山月間

小路　實会員……

笹館康男会員……
井澤卓司会員……

塩沢富夫会員……
市毛純一会員……
松本隆史会員……
志村　保会員・水越光男会員・鈴木由紀子会員
　　　　　　……
根本祐次会員……
菊池秀機会員……

及川　譲会員……
太田聖史会員……
原口一吉会員……
大金　誠会員……
石川啓司会員……

郡司恵一郎会員…

この計　　　 17件　　　 49,000円
月　計　　　 72件　　　242,000円
累　計　　　233件　　　905,000円

■会員メークアップ
９/16　地区国際奉仕委員会　　石川啓司
９/18　水戸西RC　　　　　　 大金　誠

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング〈４つのテスト〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. 米山記念奨学会評議員感謝状伝達 長谷川國雄会員
 5. ロータリーの時間「ロータリー日韓親善会議の報告」

 長谷川國雄パストガバナー
 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 「米山月間に因んで」 髙橋伸之米山記念奨学委員長
10. 幹事報告
11. 卓話「イニシエーションスピーチ」 山下真悟会員
12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

10月第１例会プログラム
2019年10月４日（金）

前　週訂正出席率65.88％
前々週訂正出席率73.86％91名 46名 45名 54.76％９月第３例会（９月20日）

出席状況
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■ニコニコBOX（９月20日（金）扱）
野口さん、喜寿おめでとうございます。これから
も身体に気を付けて、ご活躍を！！
野口さん、おめでとうございます。
野口会員おめでとうございます。健康に留意さ
れ、100％出席を継続して下さい。
野口さん、喜寿おめでとうございます。
久し振りの夜の例会ですね。
野口会員、おめでとうございます。

野口さん、おめでとうございます。
野口会員、喜寿おめでとうございます。
野口さん、おめでとうございます。益々、お元気
で何よりです。
今日も元気に。
誕生祝い有難うございます。
おめでとうございます。
野口さん、おめでとうございます。
野口英壽さん、おめでとうございます。御彼岸な
のに昨夜、深酒して更に、徹夜で千葉市内を往復
して疲れました。
野口さんの長寿を願って御祝い申し上げます。

２

３

４

５

６

７

９月第３例会　９月20日（金）

９月17日㈫ 池田正純ガバナーエレクト事務所開設
〒300-1207 牛久市ひたち野東5-3-2 池田ビル202
TEL.029-886-5411　FAX.029-886-5413
E-mail:20-21@rid2820.jp

９月28日㈯ おひさま食堂参加者（敬称略）
二川隆司、川﨑紀子、菊池秀機、金原和美、
小泉正史、長洲雅彦、奈良早苗、岡村太郎、
録田幸裕、篠原　勉、鈴木憲一、宇留野秀一、
米田英雄　　　　　　　　　　　　　　　（13名）

９月28日㈯ 日韓親善会議参加者（敬称略）
長谷川國雄、小路　實、深谷　智、井澤卓司、
塩沢富夫、松本隆史、志村　保、原口一吉、
米川幸喜、上野義哉、川﨑英輝　　　　　（11名）

10月９日㈬ 1－3奉仕研究会
でん助　勉強会18:30～　懇親会19:30～
講師：髙橋米山記念奨学委員長

10月20日㈰ RLIパート２
智学館中等教育学校　登録8:30～
出席者　小路　實会長、深谷　智幹事

今後の例会日程
10月11日㈮　12:30～　M－スポ

職場訪問「盲導犬体験」
10月18日㈮　18:30～
10月25日㈮　定款第８条第１節により休会

１ 10月のロータリーレート
１ドル＝108円

日　時　2019年９月30日㈪　18:30～
場　所　水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1
出席者　理　　事　菊池秀機　　及川　譲　　原口一吉

　　　　　石井浩一　　小泉正史　　二川隆司
　　　　　太田聖史　　谷島孝明　　米川幸喜
　　　　　宇留野秀一
役　　員　小路　實　　志村　保　　篠原　勉
　　　　　深谷　智　　岡村太郎　　鈴木憲一

議事・決議事項
①北九州・千葉災害義援金について 《承認》
②水戸市内６RC合同例会について 《確認》
③地区親善野球大会について 《承認》
④第３分区親睦ゴルフ大会について 《承認》
⑤RI第2840地区田中PGを迎える当クラブの対応について 《確認》

保留事項　特になし
次回定例理事会
１．日時　2019年10月28日㈪
　　　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
２．場所　水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1

〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2019-2020度　第４回定例理事会　議事録

会員の皆様へ
今月は、米山月間です。本日と10月18日の２回でご寄
付をお願いいたします。
また、九州北部で発生した豪雨災害、台風15号による
千葉県への災害と２か所の義援金を拠出することになり
ました。２か所に1,000円以上（１か所500円以上）を
お願いいたします。



小路会長の挨拶で野口会員の喜寿祝の会が
始まりました

川澄会員から野口会員に花束の贈呈 深谷幹事から野口会員に記念品の贈呈

野口会員からの御礼の挨拶 大金会員による御祝の言葉 同じ年度に入会した太田会員による乾杯！

茅根正人会員

イニシエーションスピーチ

　私は昭和38年（1963年）６月、日立市久慈町
にて出生しました。現在56歳になります。
　家族構成は、国鉄職員の父、市役所職員の母と姉
の４人です。当時は、団地の建売住宅に住み、父の
マイカーはカローラ、「目立つことは一切ダメ」と
いう典型的な公務員家庭でした。
　地元にて義務教育、高校を卒業し進学しました
が、その年の秋に誰よりも早く卒業し、アルバイト
ばかりやっておりました。いわゆるフリーター（当
時の言い方ではプータロー）だったと思います。
　いま私は働くことが好きか嫌いかと問われれば、
大嫌いと答えると思います。なのに昔は中学３年
時、近所の製材所にて時給380円でアルバイトを
したのを皮切りにいろいろな所で働きました。
　駅前の高島屋に有ったミスタードーナツ水戸駅前
店の店長経験後、30歳の時に米田さんが社長をさ
れていた常磐第一興商に入社しました。
　常磐第一興商在職時に法人部門担当営業職員とし
てこちらの伊勢甚本社さんに出入りさせていただい
ており、私自身の人生を変えるチャンスを与えてくだ
さった綿引甚介パスト会長との出会いがありました。
　平成14年39歳の夏でした。
　伊勢甚本社不動産部担当者さんから「ひたちなか
市勝田中央所有ビルに有るカラオケボックス居抜き
物件に店子を紹介して欲しい。」と。
　数日後「私ではダメですか？」
　不動産担当者「社内承認次第です。」
　それから何日後か覚えていませんが、不動産担当
者から連絡が有りました。「綿引甚介さんが口添え
してくれて承認されました。」と。
　９月初め正式に退職願いを提出して12月末日を
もって退職。私、無職になりました。
　現在も継続中ですが、米田さんには約10年間い
ろいろ迷惑をかけてしまったと反省しております。
この場をお借りして改めてお詫び申し上げます。
　改装費用は、約1,400万円、自己資金は300万
円しか有りません。改装費用の不足分を補う為、自
ら汗を流し、融資返済の万一に備え、生命保険に
入ったことを生涯忘れることはないでしょう。
　いま23歳と26歳の娘は当時小学生、無職無収入
の私と近所のカインズホームでパート勤めをして家

計を支えてくれている母（嫁）を見て不安だった
と、当時を振り返って笑っています。
　平成15年５月２日、カラオケボックスを無事創
業出来ました。店名は「ドレミ next ひたちなか店」。
　勝田駅から直線距離で300メートルの駅前大通
りに面した立地、まあまあ通行量も有り何とか集客
出来ると予想しましたが、サッパリです。サービス
券を駅周辺で撒いても学生は反応しても、一番来て
欲しいサラリーマンは反応なし。後日分かったこと
ですが、私がお借りしたその店舗は、いわゆる悪ガ
キ達のたまり場だったのです。
　半年後の11月になっても赤字運営は続きまし
た。とうに運転資金は底をつき、カードローンで借
金をしながらの運営でした。「失敗したかも。」と
感じながら、最少人員で運営するためスタッフに
11月末日をもって辞めてもらうよう告知、相談し
ました。
　12月に入り、それまでが嘘のようにお客様に来
店していただけ、家族を路頭に迷わさずにすみまし
た。
　平成27年１月16日、寒い朝でした。いつものよ
うに会社に出社しようと、午前８時30分過ぎに日
立市久慈町に有る自宅を出たところ、玄関先で立っ
ていられない程の痛みが背中全体に走りました。自
宅から大みか町の会社までの距離は２キロ、何とか
出社しようと車を走らせましたが、自分の力では背
中を伸ばして運転席に座っていられず、どちらかと
いうとハンドルにしがみついてフラフラ走っていた
と思います。５分後、日立港近くの幹線道路で何と
なく視界が白々してきた気がしました。目の前の
緩いカーブを曲がると日立港入口交差点に出ます。
しかし、その緩いカーブを曲がれないと感じまし
た。動けるうちに救急車を呼ぼうと路肩に車を止
めて、119番通報をしました。救急車のサイレン
が近づいて来るのがわかりました。直後運転席の
ドアがバッと開きストレッチャーに乗せられ、救
急車の内部がガチャガチャと音を立てながら走り
出しました。
　目が覚めました。コンタクトレンズがズレている
のか、良く周りが見えません。看護師が沢山いま
す。口に大きな物が入っていて話せません。手足も

ひもで縛られて動きません。時間は翌朝のようで
す。そこは日立総合病院心臓血管外科集中治療室と
告げられました。私は、急性大動脈解離でした。後
の診断書には上行大動脈解離、重症、大動脈弁閉塞
不全症、心不全、ショックと記載されていました。
　巷ではスクランブル交差点に同じ疾患で失神した
車が突っ込む事故等が有りましたが、私は119番
通報したので生き延びられました。入院期間は２週
間、保険の営業さんが消えました。納豆禁止になり
ました。
　現在弊社はカラオケボックスを日立、大みか、東
海、常陸太田、ひたちなか、水戸OPAに６店舗、
カフェを同じく水戸OPAに１店舗、精肉店を大み
かに１店舗、同じく大みかに訪問看護事業を展開し
ております。自宅のコタツで行っていた給与計算等

も80坪の事務所で従業員にやってもらっていま
す。特に病気になってからは業務移行を進めており
ます。個人的にも終活を始めました。そのひとつが
水戸駅周辺のマンション住まいです。
　ロータリークラブ、サークル等で沢山の方々とお
話させていただいて感じたことが有ります。冒頭お
話した通り私の家系は庶民です。由緒ある家系の方
のような振る舞い、声の出し方等を真似しますが、
本物では有りません。すぐボロが出ます。
　どこかのシスターか誰かが言った言葉で「置かれ
た場所で咲きなさい」というものが有ります。私な
りにそれなりに精いっぱい進めていこうと思いま
す。至らぬところも沢山有ると思いますが、どうぞ
お付き合いいただけますようお願い申し上げます。
　ありがとうございました。
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イニシエーションスピーチ（９月第２例会／９月13日（金）） ９月第３例会　９月20日（金）　野口英壽会員喜寿祝いの会

小路会長の挨拶で野口会員の喜寿祝の会が
始まりました

川澄会員から野口会員に花束の贈呈 深谷幹事から野口会員に記念品の贈呈

野口会員からの御礼の挨拶 大金会員による御祝の言葉 同じ年度に入会した太田会員による乾杯！

茅根正人会員

イニシエーションスピーチ

　私は昭和38年（1963年）６月、日立市久慈町
にて出生しました。現在56歳になります。
　家族構成は、国鉄職員の父、市役所職員の母と姉
の４人です。当時は、団地の建売住宅に住み、父の
マイカーはカローラ、「目立つことは一切ダメ」と
いう典型的な公務員家庭でした。
　地元にて義務教育、高校を卒業し進学しました
が、その年の秋に誰よりも早く卒業し、アルバイト
ばかりやっておりました。いわゆるフリーター（当
時の言い方ではプータロー）だったと思います。
　いま私は働くことが好きか嫌いかと問われれば、
大嫌いと答えると思います。なのに昔は中学３年
時、近所の製材所にて時給380円でアルバイトを
したのを皮切りにいろいろな所で働きました。
　駅前の高島屋に有ったミスタードーナツ水戸駅前
店の店長経験後、30歳の時に米田さんが社長をさ
れていた常磐第一興商に入社しました。
　常磐第一興商在職時に法人部門担当営業職員とし
てこちらの伊勢甚本社さんに出入りさせていただい
ており、私自身の人生を変えるチャンスを与えてくだ
さった綿引甚介パスト会長との出会いがありました。
　平成14年39歳の夏でした。
　伊勢甚本社不動産部担当者さんから「ひたちなか
市勝田中央所有ビルに有るカラオケボックス居抜き
物件に店子を紹介して欲しい。」と。
　数日後「私ではダメですか？」
　不動産担当者「社内承認次第です。」
　それから何日後か覚えていませんが、不動産担当
者から連絡が有りました。「綿引甚介さんが口添え
してくれて承認されました。」と。
　９月初め正式に退職願いを提出して12月末日を
もって退職。私、無職になりました。
　現在も継続中ですが、米田さんには約10年間い
ろいろ迷惑をかけてしまったと反省しております。
この場をお借りして改めてお詫び申し上げます。
　改装費用は、約1,400万円、自己資金は300万
円しか有りません。改装費用の不足分を補う為、自
ら汗を流し、融資返済の万一に備え、生命保険に
入ったことを生涯忘れることはないでしょう。
　いま23歳と26歳の娘は当時小学生、無職無収入
の私と近所のカインズホームでパート勤めをして家

計を支えてくれている母（嫁）を見て不安だった
と、当時を振り返って笑っています。
　平成15年５月２日、カラオケボックスを無事創
業出来ました。店名は「ドレミ next ひたちなか店」。
　勝田駅から直線距離で300メートルの駅前大通
りに面した立地、まあまあ通行量も有り何とか集客
出来ると予想しましたが、サッパリです。サービス
券を駅周辺で撒いても学生は反応しても、一番来て
欲しいサラリーマンは反応なし。後日分かったこと
ですが、私がお借りしたその店舗は、いわゆる悪ガ
キ達のたまり場だったのです。
　半年後の11月になっても赤字運営は続きまし
た。とうに運転資金は底をつき、カードローンで借
金をしながらの運営でした。「失敗したかも。」と
感じながら、最少人員で運営するためスタッフに
11月末日をもって辞めてもらうよう告知、相談し
ました。
　12月に入り、それまでが嘘のようにお客様に来
店していただけ、家族を路頭に迷わさずにすみまし
た。
　平成27年１月16日、寒い朝でした。いつものよ
うに会社に出社しようと、午前８時30分過ぎに日
立市久慈町に有る自宅を出たところ、玄関先で立っ
ていられない程の痛みが背中全体に走りました。自
宅から大みか町の会社までの距離は２キロ、何とか
出社しようと車を走らせましたが、自分の力では背
中を伸ばして運転席に座っていられず、どちらかと
いうとハンドルにしがみついてフラフラ走っていた
と思います。５分後、日立港近くの幹線道路で何と
なく視界が白々してきた気がしました。目の前の
緩いカーブを曲がると日立港入口交差点に出ます。
しかし、その緩いカーブを曲がれないと感じまし
た。動けるうちに救急車を呼ぼうと路肩に車を止
めて、119番通報をしました。救急車のサイレン
が近づいて来るのがわかりました。直後運転席の
ドアがバッと開きストレッチャーに乗せられ、救
急車の内部がガチャガチャと音を立てながら走り
出しました。
　目が覚めました。コンタクトレンズがズレている
のか、良く周りが見えません。看護師が沢山いま
す。口に大きな物が入っていて話せません。手足も

ひもで縛られて動きません。時間は翌朝のようで
す。そこは日立総合病院心臓血管外科集中治療室と
告げられました。私は、急性大動脈解離でした。後
の診断書には上行大動脈解離、重症、大動脈弁閉塞
不全症、心不全、ショックと記載されていました。
　巷ではスクランブル交差点に同じ疾患で失神した
車が突っ込む事故等が有りましたが、私は119番
通報したので生き延びられました。入院期間は２週
間、保険の営業さんが消えました。納豆禁止になり
ました。
　現在弊社はカラオケボックスを日立、大みか、東
海、常陸太田、ひたちなか、水戸OPAに６店舗、
カフェを同じく水戸OPAに１店舗、精肉店を大み
かに１店舗、同じく大みかに訪問看護事業を展開し
ております。自宅のコタツで行っていた給与計算等

も80坪の事務所で従業員にやってもらっていま
す。特に病気になってからは業務移行を進めており
ます。個人的にも終活を始めました。そのひとつが
水戸駅周辺のマンション住まいです。
　ロータリークラブ、サークル等で沢山の方々とお
話させていただいて感じたことが有ります。冒頭お
話した通り私の家系は庶民です。由緒ある家系の方
のような振る舞い、声の出し方等を真似しますが、
本物では有りません。すぐボロが出ます。
　どこかのシスターか誰かが言った言葉で「置かれ
た場所で咲きなさい」というものが有ります。私な
りにそれなりに精いっぱい進めていこうと思いま
す。至らぬところも沢山有ると思いますが、どうぞ
お付き合いいただけますようお願い申し上げます。
　ありがとうございました。
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小路会長の挨拶で野口会員の喜寿祝の会が
始まりました

川澄会員から野口会員に花束の贈呈 深谷幹事から野口会員に記念品の贈呈

野口会員からの御礼の挨拶 大金会員による御祝の言葉 同じ年度に入会した太田会員による乾杯！

茅根正人会員

イニシエーションスピーチ

　私は昭和38年（1963年）６月、日立市久慈町
にて出生しました。現在56歳になります。
　家族構成は、国鉄職員の父、市役所職員の母と姉
の４人です。当時は、団地の建売住宅に住み、父の
マイカーはカローラ、「目立つことは一切ダメ」と
いう典型的な公務員家庭でした。
　地元にて義務教育、高校を卒業し進学しました
が、その年の秋に誰よりも早く卒業し、アルバイト
ばかりやっておりました。いわゆるフリーター（当
時の言い方ではプータロー）だったと思います。
　いま私は働くことが好きか嫌いかと問われれば、
大嫌いと答えると思います。なのに昔は中学３年
時、近所の製材所にて時給380円でアルバイトを
したのを皮切りにいろいろな所で働きました。
　駅前の高島屋に有ったミスタードーナツ水戸駅前
店の店長経験後、30歳の時に米田さんが社長をさ
れていた常磐第一興商に入社しました。
　常磐第一興商在職時に法人部門担当営業職員とし
てこちらの伊勢甚本社さんに出入りさせていただい
ており、私自身の人生を変えるチャンスを与えてくだ
さった綿引甚介パスト会長との出会いがありました。
　平成14年39歳の夏でした。
　伊勢甚本社不動産部担当者さんから「ひたちなか
市勝田中央所有ビルに有るカラオケボックス居抜き
物件に店子を紹介して欲しい。」と。
　数日後「私ではダメですか？」
　不動産担当者「社内承認次第です。」
　それから何日後か覚えていませんが、不動産担当
者から連絡が有りました。「綿引甚介さんが口添え
してくれて承認されました。」と。
　９月初め正式に退職願いを提出して12月末日を
もって退職。私、無職になりました。
　現在も継続中ですが、米田さんには約10年間い
ろいろ迷惑をかけてしまったと反省しております。
この場をお借りして改めてお詫び申し上げます。
　改装費用は、約1,400万円、自己資金は300万
円しか有りません。改装費用の不足分を補う為、自
ら汗を流し、融資返済の万一に備え、生命保険に
入ったことを生涯忘れることはないでしょう。
　いま23歳と26歳の娘は当時小学生、無職無収入
の私と近所のカインズホームでパート勤めをして家
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会食メニュー

９月誕生日を代表して、及川会員が挨拶 会務報告をする太田出席委員長

会務報告をする谷島ニコニコBOX委員長 会務報告をする二川ロータリー財団委
員長

会務報告をする髙橋米山記念奨学委員長 幹事報告をする深谷幹事

９月誕生祝の皆さん

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

ビーフカレー
季節のサラダ　コーヒー

■財団BOX（９月20日（金）扱）
太田聖史会員……財団の友献金(第７回)

$100　 10,600円(累計$3,700)
野口英壽会員……財団の友献金(第７回)

$100　 10,600円(累計$1,700)
鈴木由紀子会員…財団の友献金(第７回)

$100　 10,600円(累計 $700)
深谷　智会員……ベネファクター献金(第１～10回)

$1,000　106,000円(累計$1,000)

この計　　　４件　　　$1,300　　　137,800円

■米山BOX（９月20日（金）扱）
大金　誠会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計770,000円)
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計540,000円)
太田聖史会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計260,000円)
野口英壽会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計 80,000円)

この計　　　４件　　　40,000円
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経済と地域社会の発展／
米山月間

小路　實会員……

笹館康男会員……
井澤卓司会員……

塩沢富夫会員……
市毛純一会員……
松本隆史会員……
志村　保会員・水越光男会員・鈴木由紀子会員
　　　　　　……
根本祐次会員……
菊池秀機会員……

及川　譲会員……
太田聖史会員……
原口一吉会員……
大金　誠会員……
石川啓司会員……

郡司恵一郎会員…

この計　　　 17件　　　 49,000円
月　計　　　 72件　　　242,000円
累　計　　　233件　　　905,000円

■会員メークアップ
９/16　地区国際奉仕委員会　　石川啓司
９/18　水戸西RC　　　　　　 大金　誠

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング〈４つのテスト〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. 米山記念奨学会評議員感謝状伝達 長谷川國雄会員
 5. ロータリーの時間「ロータリー日韓親善会議の報告」

 長谷川國雄パストガバナー
 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 「米山月間に因んで」 髙橋伸之米山記念奨学委員長
10. 幹事報告
11. 卓話「イニシエーションスピーチ」 山下真悟会員
12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

10月第１例会プログラム
2019年10月４日（金）

前　週訂正出席率65.88％
前々週訂正出席率73.86％91名 46名 45名 54.76％９月第３例会（９月20日）

出席状況
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■ニコニコBOX（９月20日（金）扱）
野口さん、喜寿おめでとうございます。これから
も身体に気を付けて、ご活躍を！！
野口さん、おめでとうございます。
野口会員おめでとうございます。健康に留意さ
れ、100％出席を継続して下さい。
野口さん、喜寿おめでとうございます。
久し振りの夜の例会ですね。
野口会員、おめでとうございます。

野口さん、おめでとうございます。
野口会員、喜寿おめでとうございます。
野口さん、おめでとうございます。益々、お元気
で何よりです。
今日も元気に。
誕生祝い有難うございます。
おめでとうございます。
野口さん、おめでとうございます。
野口英壽さん、おめでとうございます。御彼岸な
のに昨夜、深酒して更に、徹夜で千葉市内を往復
して疲れました。
野口さんの長寿を願って御祝い申し上げます。

２

３

４

５

６

７

９月第３例会　９月20日（金）

９月17日㈫ 池田正純ガバナーエレクト事務所開設
〒300-1207 牛久市ひたち野東5-3-2 池田ビル202
TEL.029-886-5411　FAX.029-886-5413
E-mail:20-21@rid2820.jp

９月28日㈯ おひさま食堂参加者（敬称略）
二川隆司、川﨑紀子、菊池秀機、金原和美、
小泉正史、長洲雅彦、奈良早苗、岡村太郎、
録田幸裕、篠原　勉、鈴木憲一、宇留野秀一、
米田英雄　　　　　　　　　　　　　　　（13名）

９月28日㈯ 日韓親善会議参加者（敬称略）
長谷川國雄、小路　實、深谷　智、井澤卓司、
塩沢富夫、松本隆史、志村　保、原口一吉、
米川幸喜、上野義哉、川﨑英輝　　　　　（11名）

10月９日㈬ 1－3奉仕研究会
でん助　勉強会18:30～　懇親会19:30～
講師：髙橋米山記念奨学委員長

10月20日㈰ RLIパート２
智学館中等教育学校　登録8:30～
出席者　小路　實会長、深谷　智幹事

今後の例会日程
10月11日㈮　12:30～　M－スポ

職場訪問「盲導犬体験」
10月18日㈮　18:30～
10月25日㈮　定款第８条第１節により休会

１ 10月のロータリーレート
１ドル＝108円

日　時　2019年９月30日㈪　18:30～
場　所　水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1
出席者　理　　事　菊池秀機　　及川　譲　　原口一吉

　　　　　石井浩一　　小泉正史　　二川隆司
　　　　　太田聖史　　谷島孝明　　米川幸喜
　　　　　宇留野秀一
役　　員　小路　實　　志村　保　　篠原　勉
　　　　　深谷　智　　岡村太郎　　鈴木憲一

議事・決議事項
①北九州・千葉災害義援金について 《承認》
②水戸市内６RC合同例会について 《確認》
③地区親善野球大会について 《承認》
④第３分区親睦ゴルフ大会について 《承認》
⑤RI第2840地区田中PGを迎える当クラブの対応について 《確認》

保留事項　特になし
次回定例理事会
１．日時　2019年10月28日㈪
　　　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
２．場所　水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1

〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2019-2020度　第４回定例理事会　議事録

会員の皆様へ
今月は、米山月間です。本日と10月18日の２回でご寄
付をお願いいたします。
また、九州北部で発生した豪雨災害、台風15号による
千葉県への災害と２か所の義援金を拠出することになり
ました。２か所に1,000円以上（１か所500円以上）を
お願いいたします。


