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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：米川幸喜　副委員長：菊池秀機　アドバイザー：松本隆史　委員：柏　　茂

●会　長　志村　　保　会長エレクト　篠原　　勉
●幹　事　小川　啓子　副会長　　　　粂田　信行
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　石井　浩一

地区スローガン：ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力!
クラブ会長方針：これからも水戸南RCがイチバンRIテーマ：ロータリーは機会の扉を開く

日　時　令和２年８月７日㈮　11:30～

場　所　水戸プラザホテル2F　メロディールーム
　　　　水戸市千波町2078-1　☎305-8111

出席者　役　　員　志村　保　　篠原　勉　　小川啓子
　　　　　細谷達朗　　中川勝義
理　　事　長洲雅彦　　軍司由佳　　太田聖史
　　　　　石井浩一　　根本直哉　　上野義哉
　　　　　金原和美　　岡村太郎　　谷島孝明
　　　　　高柳益美

議事：コロナ対策を踏まえて、今後の例会について
・例会は実施する。
・実施の場合、これまでと同様、コロナ対策を的確に行う
ようにする。
・例会の参加については、これまでと同様に例会場で参加
して出席する場合と、オンラインでも出席できるように
整備していく。
　この場合、オンラインでの出席会員の昼食は用意しな
い。
・会員にコロナ感染者が出た場合は、届け出のあった時点
から２週間は休会とし、その後の経過を見る。

2020-2021年度　第２回臨時理事会　議事録

■会員メークアップ
８/４　日立南RC　　 石井浩一
８/５　高萩RC　　　 石井浩一
８/６　石岡87RC　　石井浩一

この計　　　21件　　　69,000円

８月第１例会　８月７日（金）

地区クラブ奉仕委員会 会員増強委員　星野幸子 氏（水戸西RC）
米山奨学生　ス ミャッ ノー アウン さん

■ゲスト

水戸RC　横須賀満夫会員■ビジター

長谷川國雄会員…
志村　保会員……
小川啓子会員……

井澤卓司会員……

笹館康男会員……
谷島孝明会員……
久保田啓藏会員…
大金　誠会員……
塩沢富夫会員……

松本隆史会員……
根本 次会員・篠原　勉会員・米田英雄会員・国本美加会員
　　　　　　……
鈴木憲一会員……
米川幸喜会員……

奈良早苗会員……

原口一吉会員……

武田　誠会員……

石川啓司会員……
金原和美会員……

■ニコニコBOX（８月７日（金）扱）
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前　週訂正出席率64.10％
前々週訂正出席率68.35％85名 49名 36名 62.03％８月第１例会（８月７日）

出席状況

今日は立秋です。
鈴木さちよさんの入会を歓迎します。
鈴木さちよさん、入会おめでとうございます。こ
れから宜しくお願いします。
鈴木さちよ会員、ご入会おめでとうございま
す！！星野幸子さん、ようこそ！！
鈴木さちよさん入会おめでとうございます。
皆さん、体調管理、体調管理です！
鈴木さちよさんの入会を記念して。
暑くなりました。
誕生祝い有難うございました。又、鈴木さちよさ
ん入会おめでとうございます。
鈴木さちよさん入会おめでとう。歓迎します。

鈴木さちよさん入会おめでとうございます。
鈴木さちよさんの入会を祝して。
鈴木さちよさん入会おめでとうございます。宜し
くお願い致します。
鈴木さちよさん入会おめでとうございます。仲良
くして下さいね！！
鈴木さちよさん、ようこそ水戸南RCへ。宜しく
どうぞ。
鈴木さちよさん、水戸南RCへようこそ。楽しん
で下さいね。
暑くて溶けちゃいそうです。
鈴木さちよさん、水戸南RCへようこそ！こんな
状況ですが、楽しく過ごして頂けたら嬉しいで
す。

■米山BOX（８月７日（金）扱）
根本祐次会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計330,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計240,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

■財団BOX（８月７日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第６回）

$100　10,500円（累計$16,600）
石川啓司会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,500円（累計 $5,900）
石井浩一会員……財団の友献金（第10回）

$100　10,500円（累計 $4,000）
粂田信行会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,500円（累計 $5,300）
兼子充裕会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,500円（累計 $3,900）
根本 次会員……財団の友献金（第７回）

$100　10,500円（累計 $3,700）
川澄千亜紀会員…財団の友献金（第１回）

$100　10,500円（累計 $2,100）

この計　　　７件　　　$700　　　73,500円

Vol.48  No6（第2236）－１ 2020年（令和２年）８月21日（金）
会員増強・新クラブ結成推進月間

今年度の会員手帳を配布　
本日、BOXに今年度の会員手帳を配布いたしまし
た。 

偽メールに関して
会員の名前を使った偽メールが出回っています。
安易に開くと、ウイルスに感染したり、パソコンが
使えなくなったりします。
十分にご注意ください。

会員事業所住所変更
桑名武之会員の事業所住所が変更になりました。
新住所：〒310-0913　水戸市見川町2563-450
※電話・FAX番号の変更はございません

第３回定例理事会
日時：８月31日㈪　18:00～
場所：水戸プラザホテル　2F

次回例会日程
日時：８月28日㈮　12:30～
場所：水戸プラザホテル
卓話：「My ROTARY」効果的活用について

宇留野秀一IT資料委員長
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 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈我等の生業〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 志村　保会長
 5. 雑誌の時間「ロータリーの友８月号」

 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 鈴木さちよ会員
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

８月第３例会プログラム
2020年８月21日（金）

彩りサラダ

翡翠仕立ての熱 ト々ロミスープ

角切りチキンとコーンの醤油炒め

陳さんのマーボー豆腐

白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐



新会員入会式　鈴木さちよ会員 米山奨学金授与　ス ミャッ ノー アウンさん

鈴木さちよさん水戸南RCを楽しんで下さい(^^) 卓話「元気なクラブづくりのお手伝い」　地区クラブ奉仕委員会　会員増強委員　星野幸子氏(水戸西RC)

クラブ奉仕委員会 会員増強委員
星野幸子氏（水戸西RC）

国際ロータリー第2820地区

会員維持・増強出前卓話
「元気なクラブづくりをお手伝い」

　今年度、地区のクラブ奉仕委員会、会員
増強委員を拝命した星野幸子です。今年度
もクラブ奉仕委員会では、皆様に会員増強
の理解度の向上を図るため、「元気なクラ
ブづくりをお手伝い」と題して、会員維
持・増強出前卓話を実施しています。
　改めて、ロータリーの構造を説明しま
す。世界には約120万人、国内には8万９
千人の会員がいます。
日本のロータリアン数は、1996年11月以
降急速に減少して、現在は会員数が9万人
を割っています。
　当地区は55（茨城RECを含め）のクラブ
で、7月1日現在1,881人の会員がいます。
実に昨年の期首の1,955人から比べ、74名
減のマイナス７％です。既存会員の退会が
200名を超えています。これでは、新規会
員を頑張って獲得しても、全体の会員数は
減少していきます。
　2020年の日本のロータリー100周年を
前に日本のロータリーに実施したアンケー
トで、クラブが直面している会員について
の課題を挙げると、1位は会員の高齢化、
２位会員の減少、３位会員候補者の不在、
４位例会出席率の低下です。
　次に、クラブが直面しているクラブ運営
についての課題ですが、1位は例会のマン
ネリ化、２位ネット対応の不十分、３位会

員に対する研修不足、４位公共イメージ・
認知度の低さとなっております。
　逆に、ロータリーの魅力を感じたアン
ケートでは、１位異業種交流ができる、２
位生涯の友人・仲間ができる、３位自己研
鑽と学習・成長の機会、４位例会が楽しい
となりました。これは、会員拡大のヒント
となります。ポール・ハリスは、「ロータ
リーは時代の変化とともに常に変わってい
かなければならない」「クラブに魅力がなけ
れば会員は退会して行く」と提言しており
ます。
　クラブでは、上半期（７月～12月）は会
員増強を、下半期（１月～６月）は退会防
止・維持のための方策を立案実行して頂き
たいですが、コロナ禍の今年度は、会員の
退会防止・維持も上半期から務めて頂きた
いと思います。
会員はなぜ退会するのでしょうか。30％の
人が費用や時間の負担を上げ、23％がクラ
ブ環境、そして、19％が期待と違ってい
た、魅力がない、となっています。
　会員維持力を高めるために有効だと思わ
れる手段・方法は、「休みがちな会員に声掛
けとクラブ、例会の情報を伝える」「会員が
クラブとどのようにかかわりたいのかを見
極め、会員の居心地の良い場所を作る」な
どが上がっています。

　池田年度において、会員増強は具体的な
数値目標は設定されていません。そこは、
各クラブの方針を尊重します。ただ、若い
会員や女性会員の積極的増加、そして、新
クラブ、Eクラブ、衛生クラブの結成に努力
するよう掲げています。
　ロータリーの一番大切な財産は会員の皆
さんです。会員増強は、理論ではなく実践
です。会員全員が、自分にできる事から始

める必要があります。例として挙げた高萩
RCや下館RC、しもだて紫水RCのように純
増４名、５名を達成しているクラブもあり
ます。できない数値ではありません。
　地区の数値目標は2,000名です。皆さ
ん、各クラブの数値目標は純増をお願い
し、コロナ禍でも2,000名のロータリアン
がこの第2820地区で活動できるよう、一
緒に頑張りましょう。
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　クラブでは、上半期（７月～12月）は会
員増強を、下半期（１月～６月）は退会防
止・維持のための方策を立案実行して頂き
たいですが、コロナ禍の今年度は、会員の
退会防止・維持も上半期から務めて頂きた
いと思います。
会員はなぜ退会するのでしょうか。30％の
人が費用や時間の負担を上げ、23％がクラ
ブ環境、そして、19％が期待と違ってい
た、魅力がない、となっています。
　会員維持力を高めるために有効だと思わ
れる手段・方法は、「休みがちな会員に声掛
けとクラブ、例会の情報を伝える」「会員が
クラブとどのようにかかわりたいのかを見
極め、会員の居心地の良い場所を作る」な
どが上がっています。

　池田年度において、会員増強は具体的な
数値目標は設定されていません。そこは、
各クラブの方針を尊重します。ただ、若い
会員や女性会員の積極的増加、そして、新
クラブ、Eクラブ、衛生クラブの結成に努力
するよう掲げています。
　ロータリーの一番大切な財産は会員の皆
さんです。会員増強は、理論ではなく実践
です。会員全員が、自分にできる事から始

める必要があります。例として挙げた高萩
RCや下館RC、しもだて紫水RCのように純
増４名、５名を達成しているクラブもあり
ます。できない数値ではありません。
　地区の数値目標は2,000名です。皆さ
ん、各クラブの数値目標は純増をお願い
し、コロナ禍でも2,000名のロータリアン
がこの第2820地区で活動できるよう、一
緒に頑張りましょう。
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会食メニュー

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

水戸南
ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

週　報
幹幹 事事 報報 告告

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：米川幸喜　副委員長：菊池秀機　アドバイザー：松本隆史　委員：柏　　茂

●会　長　志村　　保　会長エレクト　篠原　　勉
●幹　事　小川　啓子　副会長　　　　粂田　信行
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　石井　浩一

地区スローガン：ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力!
クラブ会長方針：これからも水戸南RCがイチバンRIテーマ：ロータリーは機会の扉を開く

日　時　令和２年８月７日㈮　11:30～

場　所　水戸プラザホテル2F　メロディールーム
　　　　水戸市千波町2078-1　☎305-8111

出席者　役　　員　志村　保　　篠原　勉　　小川啓子
　　　　　細谷達朗　　中川勝義
理　　事　長洲雅彦　　軍司由佳　　太田聖史
　　　　　石井浩一　　根本直哉　　上野義哉
　　　　　金原和美　　岡村太郎　　谷島孝明
　　　　　高柳益美

議事：コロナ対策を踏まえて、今後の例会について
・例会は実施する。
・実施の場合、これまでと同様、コロナ対策を的確に行う
ようにする。
・例会の参加については、これまでと同様に例会場で参加
して出席する場合と、オンラインでも出席できるように
整備していく。
　この場合、オンラインでの出席会員の昼食は用意しな
い。
・会員にコロナ感染者が出た場合は、届け出のあった時点
から２週間は休会とし、その後の経過を見る。

2020-2021年度　第２回臨時理事会　議事録

■会員メークアップ
８/４　日立南RC　　 石井浩一
８/５　高萩RC　　　 石井浩一
８/６　石岡87RC　　石井浩一

この計　　　21件　　　69,000円

８月第１例会　８月７日（金）

地区クラブ奉仕委員会 会員増強委員　星野幸子 氏（水戸西RC）
米山奨学生　ス ミャッ ノー アウン さん

■ゲスト

水戸RC　横須賀満夫会員■ビジター

長谷川國雄会員…
志村　保会員……
小川啓子会員……

井澤卓司会員……

笹館康男会員……
谷島孝明会員……
久保田啓藏会員…
大金　誠会員……
塩沢富夫会員……

松本隆史会員……
根本 次会員・篠原　勉会員・米田英雄会員・国本美加会員
　　　　　　……
鈴木憲一会員……
米川幸喜会員……

奈良早苗会員……

原口一吉会員……

武田　誠会員……

石川啓司会員……
金原和美会員……

■ニコニコBOX（８月７日（金）扱）
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前　週訂正出席率64.10％
前々週訂正出席率68.35％85名 49名 36名 62.03％８月第１例会（８月７日）

出席状況

今日は立秋です。
鈴木さちよさんの入会を歓迎します。
鈴木さちよさん、入会おめでとうございます。こ
れから宜しくお願いします。
鈴木さちよ会員、ご入会おめでとうございま
す！！星野幸子さん、ようこそ！！
鈴木さちよさん入会おめでとうございます。
皆さん、体調管理、体調管理です！
鈴木さちよさんの入会を記念して。
暑くなりました。
誕生祝い有難うございました。又、鈴木さちよさ
ん入会おめでとうございます。
鈴木さちよさん入会おめでとう。歓迎します。

鈴木さちよさん入会おめでとうございます。
鈴木さちよさんの入会を祝して。
鈴木さちよさん入会おめでとうございます。宜し
くお願い致します。
鈴木さちよさん入会おめでとうございます。仲良
くして下さいね！！
鈴木さちよさん、ようこそ水戸南RCへ。宜しく
どうぞ。
鈴木さちよさん、水戸南RCへようこそ。楽しん
で下さいね。
暑くて溶けちゃいそうです。
鈴木さちよさん、水戸南RCへようこそ！こんな
状況ですが、楽しく過ごして頂けたら嬉しいで
す。

■米山BOX（８月７日（金）扱）
根本祐次会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計330,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計240,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

■財団BOX（８月７日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第６回）

$100　10,500円（累計$16,600）
石川啓司会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,500円（累計 $5,900）
石井浩一会員……財団の友献金（第10回）

$100　10,500円（累計 $4,000）
粂田信行会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,500円（累計 $5,300）
兼子充裕会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,500円（累計 $3,900）
根本 次会員……財団の友献金（第７回）

$100　10,500円（累計 $3,700）
川澄千亜紀会員…財団の友献金（第１回）

$100　10,500円（累計 $2,100）

この計　　　７件　　　$700　　　73,500円
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会員増強・新クラブ結成推進月間

今年度の会員手帳を配布　
本日、BOXに今年度の会員手帳を配布いたしまし
た。 

偽メールに関して
会員の名前を使った偽メールが出回っています。
安易に開くと、ウイルスに感染したり、パソコンが
使えなくなったりします。
十分にご注意ください。

会員事業所住所変更
桑名武之会員の事業所住所が変更になりました。
新住所：〒310-0913　水戸市見川町2563-450
※電話・FAX番号の変更はございません

第３回定例理事会
日時：８月31日㈪　18:00～
場所：水戸プラザホテル　2F

次回例会日程
日時：８月28日㈮　12:30～
場所：水戸プラザホテル
卓話：「My ROTARY」効果的活用について

宇留野秀一IT資料委員長

１

２

３

４

５

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈我等の生業〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 志村　保会長
 5. 雑誌の時間「ロータリーの友８月号」

 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 鈴木さちよ会員
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

８月第３例会プログラム
2020年８月21日（金）

彩りサラダ

翡翠仕立ての熱 ト々ロミスープ

角切りチキンとコーンの醤油炒め

陳さんのマーボー豆腐

白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐


