
本日のお食事はカレーライスです
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Weekly Report Rotary Club of
Mito-Minami水戸南

 ロータリークラブ

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：石井　浩一　副委員長：佐藤　昌樹　委員：村澤　義行、大金　誠

●会　長　綿引　甚介　会長エレクト　水越　光男
●幹　事　米田　英雄　副会長　　　　鈴木　憲一
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　兼子　充裕

地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

１月第４例会 １月27日（金）

米田英雄会員……
笹館康男会員……
大原康宏会員……
川﨑紀子会員……

野口英壽会員……
金原和美会員……

石川啓司会員……
奈良早苗会員……

石井浩一会員……
太田聖史会員……

■ニコニコBOX（１月27日（金）扱）

この計　　 10件　　 28,000円
月　計　　 72件　　 273,000円
累　計　　405件　　1,466,000円

１月誕生日の皆様、おめでとうございます。
誕生祝い有難うございます。
誕生祝い有難うございます。
インフルエンザが流行しています。皆さん気をつ
けて下さい。
ロータリーの友を読みましょう。
明日のおひさま食堂、楽しみです！皆様のご参加
お待ちしています。
明日の「おひさま食堂」頑張って下さい。
原口さん、お疲れ様でした。ボランティアでミャ
ンマーに車椅子をお届けしたそうです。素敵な
ロータリアンです。
１月誕生月の皆様おめでとうございます。
これで目標達成、最低ラインはクリア出来たの
で、これからドンドン上乗せするぞ！！

水戸RC　薄井親一郎会員
■ビジター

■会員メークアップ
1/22　インターアクト第3回委員会　長谷川國雄
1/24　ワールド大阪REC　　　　　　工藤貴正

前　週訂正出席率62.64％
前々週訂正出席率68.48％97名 42名 55名 50.00％１月第４例会（１月27日）

出席状況

■米山BOX（１月27日（金）扱）
久保田規子会員…準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計60,000円）

この計　　１件　　10,000円

■財団BOX（１月27日（金）扱）
大原康宏会員……財団の友献金（第８回）

＄100　11,600円（累計＄10,800）
原口一吉会員……財団の友献金（第３回）

＄100　11,600円（累計＄ 300）

この計　　２件　　＄200　　23,200円

於 三の丸ホテル
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平和と紛争予防・紛争解決月間

２月第１例会〈第３分区IM〉プログラム ホストクラブ：水戸RC

2017年２月５日（日）

15:55　閉会
総評 IMリーダー　長谷川國雄
次期ガバナー挨拶
 ガバナーエレクト　保延輝文
次期ホストクラブ挨拶
 笠間RC会長　坂倉弘國
閉会の言葉
 IM副実行委員長　川﨑　洋
点鐘
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
報告連絡事項

～ 休憩 ～

17:00　懇親会
開宴の言葉
 水戸RC会長エレクト　砂押憲正
地区大会のご案内 RI第2820地区
全国ローターアクト研修会のご案内
挨拶
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
乾杯
 第３分区次期ガバナー補佐　坂倉弘國
ロータリーソング「手に手つないで」
 ソングリーダー　松井忠重

18:20　終宴の言葉 水戸RC副会長　牧　厚志

13:00　登録受付
13:30　開会 司会

歓迎の言葉
 IM実行委員長　安　　徹
点鐘
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
 ソングリーダー　松井忠重
ホストクラブ会長挨拶
 水戸RC会長　髙原　裕
ガバナー補佐挨拶
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
来賓・参加クラブの紹介
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
来賓挨拶 水戸市長　高橋　靖様

14:00　クラブ中期計画発表

～ 休憩 ～

14:50　講演「天下三碗・国宝茶壺あれこれ話」
 講師　井上壽博パストガバナー（水戸RC）

15:30　謝辞 水戸RC会長　髙原　裕

～ 休憩 ～
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日　時　平成29年１月30日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2　中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　磯崎和実　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　奈良早苗　　斎藤孝夫　　兼子充裕　　橋本　哲　　深谷　智　　米森　厚　　宇留野秀一
オブザーバー　岡村太郎　　菊池秀機
メークアップ出席者　　川﨑紀子　　石川啓司　　米川幸喜　　一毛裕之　　櫻井盛二　　谷島孝明

議　題 
①２月プログラムについて 《承認》
②予算上期進捗状況について 《確認》
③高松西ＲＣ歓迎スケジュールと予算について 《承認》
④水戸市文化戦略会議協賛について 《承認》
⑤入会予定者について 《承認》
⑥次年度委員会編成（案）について 《承認》
⑦隅田川屋形船親睦会について 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成29年２月27日㈪ 　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉

2016-2017年度　第８回定例理事会　議事録



米山記念奨学　宇留野秀一委員長 ニコニコBOX　太田聖史委員長

奉仕プロジェクト　根本　次委員長

ロータリーの時間「ロータリアンの
心構えについて」奈良早苗会員

親睦の時間「１月誕生祝」お誕生日おめでとうございます

１月誕生祝を代表して
笹館康男会員の挨拶

ロータリー財団　石川啓司副委員長

青少年奉仕　斎藤孝夫委員長社会奉仕　奈良早苗委員長職業奉仕　河野正政委員長

クラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画発表２」を紹介しますクラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画発表２」を紹介します

１月28日㈯緑岡市民センターで開店
「第２回おひさま食堂」の様子です
１月28日㈯緑岡市民センターで開店
「第２回おひさま食堂」の様子です

幹 事 報 告

第２回おひさま食堂１月第４例会 １月27日（金）
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１. ２月のロータリーレート
１ドル＝116円

2. １月28日㈯　第２回「おひさま食堂」参加者
参加会員（敬称略）
深谷　智　　二川隆司　　軍司由佳　　原口一吉
石井浩一　　亀山義孝　　兼子充裕　　川﨑英輝
川﨑紀子　　金原和美　　小泉正史　　久保田規子
桑名武之　　水越光男　　長洲雅彦　　奈良早苗
根本　次　　大原康宏　　斎藤孝夫　　笹館康男
島根昌明　　鈴木憲一　　鈴木由紀子　　上野義哉
宇留野秀一　　谷島孝明　　米田英雄　　米川幸喜

計28名

３. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：２月８日㈬　18:30～
場　所：でん助

水戸市大工町1-6-18　TEL.029-221-8987
会　費：5,000円

（メークアップ出席扱いとなります。）

４. 次回例会日程
日　時：２月10日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「イニシエーションスピーチ」

平山桜子会員
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■ビジター

■会員メークアップ
1/22　インターアクト第3回委員会　長谷川國雄
1/24　ワールド大阪REC　　　　　　工藤貴正

前　週訂正出席率62.64％
前々週訂正出席率68.48％97名 42名 55名 50.00％１月第４例会（１月27日）

出席状況

■米山BOX（１月27日（金）扱）
久保田規子会員…準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計60,000円）

この計　　１件　　10,000円

■財団BOX（１月27日（金）扱）
大原康宏会員……財団の友献金（第８回）

＄100　11,600円（累計＄10,800）
原口一吉会員……財団の友献金（第３回）

＄100　11,600円（累計＄ 300）

この計　　２件　　＄200　　23,200円

於 三の丸ホテル
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平和と紛争予防・紛争解決月間

２月第１例会〈第３分区IM〉プログラム ホストクラブ：水戸RC

2017年２月５日（日）

15:55　閉会
総評 IMリーダー　長谷川國雄
次期ガバナー挨拶
 ガバナーエレクト　保延輝文
次期ホストクラブ挨拶
 笠間RC会長　坂倉弘國
閉会の言葉
 IM副実行委員長　川﨑　洋
点鐘
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
報告連絡事項

～ 休憩 ～

17:00　懇親会
開宴の言葉
 水戸RC会長エレクト　砂押憲正
地区大会のご案内 RI第2820地区
全国ローターアクト研修会のご案内
挨拶
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
乾杯
 第３分区次期ガバナー補佐　坂倉弘國
ロータリーソング「手に手つないで」
 ソングリーダー　松井忠重

18:20　終宴の言葉 水戸RC副会長　牧　厚志

13:00　登録受付
13:30　開会 司会

歓迎の言葉
 IM実行委員長　安　　徹
点鐘
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
 ソングリーダー　松井忠重
ホストクラブ会長挨拶
 水戸RC会長　髙原　裕
ガバナー補佐挨拶
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
来賓・参加クラブの紹介
 第３分区ガバナー補佐　幡谷　誠
来賓挨拶 水戸市長　高橋　靖様

14:00　クラブ中期計画発表

～ 休憩 ～

14:50　講演「天下三碗・国宝茶壺あれこれ話」
 講師　井上壽博パストガバナー（水戸RC）

15:30　謝辞 水戸RC会長　髙原　裕

～ 休憩 ～
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日　時　平成29年１月30日㈪　18:30～

場　所　「天天」　水戸市泉町2-3-2　中央ビルＢ１Ｆ

出席者　役　員　　綿引甚介　　水越光男　　鈴木憲一　　米田英雄　　磯崎和実　　赤岩賢二　　根本　次
理　事　　奈良早苗　　斎藤孝夫　　兼子充裕　　橋本　哲　　深谷　智　　米森　厚　　宇留野秀一
オブザーバー　岡村太郎　　菊池秀機
メークアップ出席者　　川﨑紀子　　石川啓司　　米川幸喜　　一毛裕之　　櫻井盛二　　谷島孝明

議　題 
①２月プログラムについて 《承認》
②予算上期進捗状況について 《確認》
③高松西ＲＣ歓迎スケジュールと予算について 《承認》
④水戸市文化戦略会議協賛について 《承認》
⑤入会予定者について 《承認》
⑥次年度委員会編成（案）について 《承認》
⑦隅田川屋形船親睦会について 《承認》

保留事項
特に無し。

次回定例理事会
１．日時　平成29年２月27日㈪ 　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F　〈メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい〉

2016-2017年度　第８回定例理事会　議事録


