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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：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

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

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

５月第３例会 ５月19日（金）　水戸さくらRCとの合同例会

５月第４例会 ５月28日（日）　地区大会　於 ノバホール

１. 第３分区・水戸市内6RC新旧合同会長・幹事会が開催されました。
日　時：６月５日㈪　18:00～ 水戸市内6RC

18:30～ 第３分区
場　所：山口楼本店　TEL.029-231-1231
出席者：綿引甚介、米田英雄、水越光男、兼子充裕

２. 国際奉仕、姉妹・友好クラブ交流合同家庭集会が開催されました。
日　時：６月６日㈫　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
出席者：佐藤　衛、石川啓司、石井浩一、鈴木憲一、
　　　　米田英雄、原口一吉、二川隆司、田村　大

３. 会計からのお願い
委員会の支出がある方は、６月中旬までに会計まで
お申出下さい。

４. 新会員所属委員会について
松本幸雄会員は社会奉仕委員会、神代学光会員は会
計委員長となります。

５. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：６月14日㈬　18:30～　
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
会　費：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

6. 次回例会日程
日　時：６月16日㈮　12:30～
　　場　所：水戸プラザホテル
　　内　容：６月誕生祝い

クラブ協議会
「2016-17年度 下半期事業実績報告①」
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ロータリー親睦活動月間

６月第２例会プログラム
2017年６月９日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. 第３分区ガバナー補佐新旧引継のご挨拶

幡谷　誠ガ バ ナ ー 補 佐（水戸RC）
坂倉弘國次期ガバナー補佐（笠間RC）

 5. 米山奨学金授与 章琳さん
 6. 米山功労者感謝状伝達

大原康宏会員（第５回）、米田英雄会員（第４回）
橋本　哲会員（第４回）

 7. 雑誌の時間 雑誌委員会
 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. クラブ協議会「水戸南ロータリークラブ定款・細則の変更について」

米田英雄幹事
　　（決議）綿引甚介会長

12. 卓話「ホームページリニューアルに伴うITの活用について」
粂田信行次年度IT資料委員長

13. 点鐘・閉会

4－Vol.44  No41（第2110）

前　週訂正出席率65.59％
前々週訂正出席率72.63％98名 34名 64名 39.53％５月第４例会（５月28日）

出席状況

前　週訂正出席率70.97％
前々週訂正出席率64.77％98名 46名 52名 51.69％５月第３例会（５月19日）

出席状況

綿引甚介会員……

長谷川國雄会員・米田英雄会員・笹館康男会員・鈴木憲一会員
　　　　　　……
久保田啓藏会員…
谷島孝明会員……

米川幸喜会員……

根本　次会員……

奈良早苗会員……

岡村太郎会員……

原口一吉会員……
高梨博行会員……

石川啓司会員……

兼子充裕会員……

■ニコニコBOX（５月19日（金）扱）

この計　　 15件　　 53,000円
月　計　　 37件　　 128,000円
この計　　581件　　2,114,000円

水戸さくらRCの皆様ようこそいらっしゃいました。
例会を楽しんで下さい。

水戸さくらRCの皆様ようこそ。
水戸さくらRCとの合同例会を記念して。
水戸南RC、水戸さくらRC合同例会記念ゴルフ大会
ご苦労様でした。
水戸南RC、水戸さくらRC合同例会記念ゴルフ大会
ご苦労様でした。水戸さくらRCゴルフ同好会の皆
様、大木同好会会長有難うございました。
水戸市内6RC親睦野球大会お疲れ様でした。米田
幹事、長谷川パストガバナー差入れ有難うございま
した。水戸さくらRCの皆様ようこそ！
商船三井フェリーの仕事は花人生にとって最高の名
誉ある仕事でした。
水戸市内6RC親睦野球大会の多数の御参加、応援
どうも有難うございました。お陰様で準優勝致しま
した！
美しい女性達と合同例会が出来、感謝します。
先日の水戸市内6RC親睦野球大会に参加させて頂
き有難うございました。優秀賞も頂き、大変楽しかっ
たです。
５月27日㈯、28日㈰の第2820地区の年次大会へ
是非御参加下さい。一生懸命、実行委員会・地区委
員会・役員の準備をしております。
５月の誕生祝い有難うございました。

■会員メークアップ
5/ 6 　ローターアクト地区大会　長谷川國雄
5/13　クラブ奉仕委員会
　　　　　井澤卓司　　篠原　勉　　長洲雅彦
5/15　ワールド大阪REC　　工藤貴正
5/17　北海道2500REC　　 小路　實
5/17　水戸西RC　　　　　　斎藤孝夫
5/19　北海道2500REC　　人見光一
5/21　日立港RC創立40周年記念式典
　　　　　長谷川國雄　　井澤卓司

■会員メークアップ ■2016年７月～2017年４月　出席100％会員は下記の方々です。
5/24　水戸西RC　　大金　誠
5/24　ワールド大阪REC　　水口二良
5/29　北海道2500REC　　工藤貴正
5/27　会長・幹事会・地区委員長会議・

地区指導者育成セミナー
佐藤　衛　　長谷川國雄　井澤卓司
石川啓司　　綿引甚介　　米田英雄

赤岩　賢二　　深谷　　智　　原口　一吉　　長谷川國雄　　人見　光一
一毛　裕之　　市毛　純一　　石川　啓司　　井澤　卓司　　亀山　義孝
兼子　充裕　　川﨑　英輝　　菊池　秀機　　金原　和美　　河野　正政
小路　　實　　水口　二良　　水越　光男　　長洲　雅彦　　根本　祐次
野口　英壽　　大金　　誠　　小川　啓子　　岡村　太郎　　太田　聖史
笹館　康男　　塩沢　富夫　　鈴木　憲一　　武田　　誠　　宇留野秀一
綿引　甚介　　谷島　孝明　　米田　英雄　　米川　幸喜　　（計34名）

■財団BOX（５月19日（金）扱）
大原康宏会員……財団の友献金　ポリオプラス（第１回）

　$100　11,000円（累計$11,100）

この計　　　１件　　　$100　　　11,000円

■米山BOX（５月19日（金）扱）
和田公一郎会員（水戸さくらRC幹事）……　　 10,000円
長谷川國雄会員…米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計1,040,000円）
笹館康男会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 620,000円）
奈良早苗会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 140,000円）
郡司恵一郎会員…準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 80,000円）
船橋範行会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）
鈴木由紀子会員…準米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 20,000円）

この計　　　７件　　　70,000円

◎お名前の漏れ等がある場合は、郡司出席委員長までお申し出下さい。

焼八寸　お浸し　豚野菜巻き　蒟蒻白和え　鯛蒲鉾
鱸柚庵焼き　自家製玉子焼き　佃煮　山桃甘露煮

造　里　鮪　勘八　帆立貝　妻一式
揚　物　天婦羅　海老　烏賊　茄子　南瓜
食　事　俵押し　奈良漬
お　椀　蕎麦

会食メニュー



水戸さくらRC会長エレクト挨拶　荒川会長エレクト
閉会の点鍾の前に水戸さくらRC荒川会長エレクトにご挨拶頂きま
した。
「年に一度の水戸南RC・水戸さくらRC合同例会をいつも楽しみに
しています。今後も親子クラブとして末永くお付き合いをお願い致
します。」

懇談会風景

ロータリーの時間　長谷川國雄パストガバナー
水戸さくらRCとの合同例会ということで今回は長谷川國雄パスト
ガバナーに「ロータリーの時間」の卓話をお願い致しました。
戦時中、特に水戸が空襲に見舞われた際の戦争体験を通しての平和
の尊さについてお話し頂きました。
「平和とは戦争のない世界であり我々ロータリアン一人ひとりが平
和な世界の実現の為に手を取り合い努力していきましょう。」

余興　一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ　ダンススタジオ
とても可愛らしいゲストがたくさん出演してくれました。
水戸市と那珂市を中心に児童発達支援事業を行っているクオリティ・オブ・ライフの
代表川崎智寛さんにご紹介を頂きながら発達の遅れや他人と上手にコミュニケー
ションを取れない子供たちが素晴らしいダンスを披露してくれました。
「銀河鉄道999」や「ソーラン節」に加えて一人ずつソロのダンスを披露してくれた子
供たちはキラキラと輝いていました。

５月28日㈰ノバホールに於いて行われた地区大会に参加してきました。

綿引会長の点鐘

水戸さくらRC会長挨拶　高槻会長
「先月執り行いました水戸さくらRC25周年記念式典には水戸南RC
の皆様に多数お越しを頂きまして誠にありがとうございました。
次年度は水戸南RCが45周年をお迎えになりますので、水戸さくら
RC全員でお祝いに駆けつけたいと思います。」

合同クラブ懇談会　乾杯　綿引甚介会長

日　時　平成29年５月29日㈪　18:30～

場　所　海鮮厨房「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　　赤岩賢二　　根本　次

理　事　　河野正政　　奈良早苗　　斎藤孝夫
　　　　　髙野　賢　　兼子充裕　　橋本　哲　
　　　　　深谷　智　　宇留野秀一　
オブザーバー　岡村太郎　　小川啓子　　菊池秀機
メークアップ出席者　
　　　　　川﨑紀子　　石川啓司　　亀山義孝
　　　　　笹館康男　　一毛裕之　

議　題 
①６月プログラムについて 《承認》
②退会者について 《確認》
③ホームページリニューアル費用について 《承認》
④大金誠会員　歯学博士学位取得祝いについて 《承認》
⑤タイ訪問における情報集会について 《確認》

保留事項
特に無し。

2016-2017年度　第12回定例理事会　議事録　

５月第３例会 ５月19日（金）　水戸さくらRCとの合同例会ロータリーの時間／米山奨学生自己紹介
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ロータリーの時間

　いろんな方に助けられて、入会15年目の菊池です。
　『ロータリーに居場所はありますか？』と自問する
と、『あります！』と言えます。（チョッと「スタップ
細胞はあります。」的ニュアンスはあるのですが…）
　例会が終わって愛煙家の方々と一服する時は、とても
居心地がいいです。
　ロータリークラブには様々な分野のプロがいるので、
チョット教えていただいたり、アドバイスになる金言を
話していただいたりで、為になる事も多いですね。
　以前は、自分より５年・10年・20年の先輩方を見て
いて刺激をいただきましたが、現在は自分より若い会員
の方も増え、『すごいなあ！・頑張ってるなあ！・応援
しなくちゃ！』と感じる事も増えました。
　また先日はロータリーの会合で、ある先輩から良い話

をしていただきました。私が丁度、社員の採用でなかな
か良い出会いが無いタイミングの時に、『菊池さん、面
接してる？・何を基準に採用してる？』とその方は聞い
てきたのです。多分その方は、私の潜在意識を察知して
話題を振ってくれた特殊能力の持ち主（笑）なのです
が、面接のときに素直さ・謙虚さ・感謝の気持ち、があ
るかどうかで採用を判断しているとの事。『解りやすい
なあ！』と改めて自分の良くも悪くも頑固なトコロを自
戒するとともに、社内で社員にも、又自分の子供にもそ
れを言い続けなくては…と思った次第です。
　これからも、印象に残る事・経験を重ねていきます。
来週は、谷島会員のロータリーの時間です。楽しみにし
てますね！

菊池　秀機 会員

米山奨学生自己紹介

　皆さん、初めまして、米山奨学生の章琳と申します。
ニックネームは「りん」です。章さんではなくて、りんち
ゃんと呼んでいただければ、とてもうれしく思います。
　わたくしの出身地は中国の杭州です。去年のG20サ
ミットが開催された場所で、とても綺麗な湖がある町で
す。もし機会があったら、ぜひ遊びに来てください。
　現在は筑波大学人文社会研究科国際日本研究専攻博士
後期課程３年生です。でも、博士３年って言ったら、年
齢が分かってしまいますね。
　わたくしは日本との縁の始まりは小学校六年生の時
に、漫画との接触です。だから、今でも漫画が大好きで
す。大学から日本語を勉強し始め、学び方法はやっぱり
アニメとカラオケですね。だから、カラオケも大好きで

す。カラオケはとても上手とは言えないかも知れないで
すが、普通にうまいと思います。好きな歌手は浜崎あゆ
みです。好きなアイドルもいます。KinKiKidsです。ち
ょっと古いかな。好きな食べ物はお肉です。いつもお肉
が食べ過ぎで、日本に来てから５kgも太りました。
　現在の研究テーマは：映画における日中移民像の考察
です。主に北米に在住する日中移民の人間関係を分析し
ています。
　今日はこの水戸南ロータリークラブの例会にご参加で
きて、とても光栄だと思います。これからの１年間、ま
た１年以降の時間も含めて、皆さんと仲良くなりたいで
す。
　どうぞよろしくお願いいたします。

米山奨学生　章琳さん
しょう りん

水戸さくらRC会長エレクト挨拶　荒川会長エレクト
閉会の点鍾の前に水戸さくらRC荒川会長エレクトにご挨拶頂きま
した。
「年に一度の水戸南RC・水戸さくらRC合同例会をいつも楽しみに
しています。今後も親子クラブとして末永くお付き合いをお願い致
します。」

懇談会風景

ロータリーの時間　長谷川國雄パストガバナー
水戸さくらRCとの合同例会ということで今回は長谷川國雄パスト
ガバナーに「ロータリーの時間」の卓話をお願い致しました。
戦時中、特に水戸が空襲に見舞われた際の戦争体験を通しての平和
の尊さについてお話し頂きました。
「平和とは戦争のない世界であり我々ロータリアン一人ひとりが平
和な世界の実現の為に手を取り合い努力していきましょう。」

余興　一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ　ダンススタジオ
とても可愛らしいゲストがたくさん出演してくれました。
水戸市と那珂市を中心に児童発達支援事業を行っているクオリティ・オブ・ライフの
代表川崎智寛さんにご紹介を頂きながら発達の遅れや他人と上手にコミュニケー
ションを取れない子供たちが素晴らしいダンスを披露してくれました。
「銀河鉄道999」や「ソーラン節」に加えて一人ずつソロのダンスを披露してくれた子
供たちはキラキラと輝いていました。

５月28日㈰ノバホールに於いて行われた地区大会に参加してきました。

綿引会長の点鐘

水戸さくらRC会長挨拶　高槻会長
「先月執り行いました水戸さくらRC25周年記念式典には水戸南RC
の皆様に多数お越しを頂きまして誠にありがとうございました。
次年度は水戸南RCが45周年をお迎えになりますので、水戸さくら
RC全員でお祝いに駆けつけたいと思います。」

合同クラブ懇談会　乾杯　綿引甚介会長

日　時　平成29年５月29日㈪　18:30～

場　所　海鮮厨房「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　　赤岩賢二　　根本　次

理　事　　河野正政　　奈良早苗　　斎藤孝夫
　　　　　髙野　賢　　兼子充裕　　橋本　哲　
　　　　　深谷　智　　宇留野秀一　
オブザーバー　岡村太郎　　小川啓子　　菊池秀機
メークアップ出席者　
　　　　　川﨑紀子　　石川啓司　　亀山義孝
　　　　　笹館康男　　一毛裕之　

議　題 
①６月プログラムについて 《承認》
②退会者について 《確認》
③ホームページリニューアル費用について 《承認》
④大金誠会員　歯学博士学位取得祝いについて 《承認》
⑤タイ訪問における情報集会について 《確認》

保留事項
特に無し。
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ロータリーの時間

　いろんな方に助けられて、入会15年目の菊池です。
　『ロータリーに居場所はありますか？』と自問する
と、『あります！』と言えます。（チョッと「スタップ
細胞はあります。」的ニュアンスはあるのですが…）
　例会が終わって愛煙家の方々と一服する時は、とても
居心地がいいです。
　ロータリークラブには様々な分野のプロがいるので、
チョット教えていただいたり、アドバイスになる金言を
話していただいたりで、為になる事も多いですね。
　以前は、自分より５年・10年・20年の先輩方を見て
いて刺激をいただきましたが、現在は自分より若い会員
の方も増え、『すごいなあ！・頑張ってるなあ！・応援
しなくちゃ！』と感じる事も増えました。
　また先日はロータリーの会合で、ある先輩から良い話

をしていただきました。私が丁度、社員の採用でなかな
か良い出会いが無いタイミングの時に、『菊池さん、面
接してる？・何を基準に採用してる？』とその方は聞い
てきたのです。多分その方は、私の潜在意識を察知して
話題を振ってくれた特殊能力の持ち主（笑）なのです
が、面接のときに素直さ・謙虚さ・感謝の気持ち、があ
るかどうかで採用を判断しているとの事。『解りやすい
なあ！』と改めて自分の良くも悪くも頑固なトコロを自
戒するとともに、社内で社員にも、又自分の子供にもそ
れを言い続けなくては…と思った次第です。
　これからも、印象に残る事・経験を重ねていきます。
来週は、谷島会員のロータリーの時間です。楽しみにし
てますね！

菊池　秀機 会員

米山奨学生自己紹介

　皆さん、初めまして、米山奨学生の章琳と申します。
ニックネームは「りん」です。章さんではなくて、りんち
ゃんと呼んでいただければ、とてもうれしく思います。
　わたくしの出身地は中国の杭州です。去年のG20サ
ミットが開催された場所で、とても綺麗な湖がある町で
す。もし機会があったら、ぜひ遊びに来てください。
　現在は筑波大学人文社会研究科国際日本研究専攻博士
後期課程３年生です。でも、博士３年って言ったら、年
齢が分かってしまいますね。
　わたくしは日本との縁の始まりは小学校六年生の時
に、漫画との接触です。だから、今でも漫画が大好きで
す。大学から日本語を勉強し始め、学び方法はやっぱり
アニメとカラオケですね。だから、カラオケも大好きで

す。カラオケはとても上手とは言えないかも知れないで
すが、普通にうまいと思います。好きな歌手は浜崎あゆ
みです。好きなアイドルもいます。KinKiKidsです。ち
ょっと古いかな。好きな食べ物はお肉です。いつもお肉
が食べ過ぎで、日本に来てから５kgも太りました。
　現在の研究テーマは：映画における日中移民像の考察
です。主に北米に在住する日中移民の人間関係を分析し
ています。
　今日はこの水戸南ロータリークラブの例会にご参加で
きて、とても光栄だと思います。これからの１年間、ま
た１年以降の時間も含めて、皆さんと仲良くなりたいで
す。
　どうぞよろしくお願いいたします。

米山奨学生　章琳さん
しょう りん



水戸さくらRC会長エレクト挨拶　荒川会長エレクト
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した。
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の尊さについてお話し頂きました。
「平和とは戦争のない世界であり我々ロータリアン一人ひとりが平
和な世界の実現の為に手を取り合い努力していきましょう。」

余興　一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ　ダンススタジオ
とても可愛らしいゲストがたくさん出演してくれました。
水戸市と那珂市を中心に児童発達支援事業を行っているクオリティ・オブ・ライフの
代表川崎智寛さんにご紹介を頂きながら発達の遅れや他人と上手にコミュニケー
ションを取れない子供たちが素晴らしいダンスを披露してくれました。
「銀河鉄道999」や「ソーラン節」に加えて一人ずつソロのダンスを披露してくれた子
供たちはキラキラと輝いていました。

５月28日㈰ノバホールに於いて行われた地区大会に参加してきました。
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「先月執り行いました水戸さくらRC25周年記念式典には水戸南RC
の皆様に多数お越しを頂きまして誠にありがとうございました。
次年度は水戸南RCが45周年をお迎えになりますので、水戸さくら
RC全員でお祝いに駆けつけたいと思います。」

合同クラブ懇談会　乾杯　綿引甚介会長

日　時　平成29年５月29日㈪　18:30～

場　所　海鮮厨房「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F
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５月第３例会 ５月19日（金）　水戸さくらRCとの合同例会

５月第４例会 ５月28日（日）　地区大会　於 ノバホール

１. 第３分区・水戸市内6RC新旧合同会長・幹事会が開催されました。
日　時：６月５日㈪　18:00～ 水戸市内6RC

18:30～ 第３分区
場　所：山口楼本店　TEL.029-231-1231
出席者：綿引甚介、米田英雄、水越光男、兼子充裕

２. 国際奉仕、姉妹・友好クラブ交流合同家庭集会が開催されました。
日　時：６月６日㈫　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
出席者：佐藤　衛、石川啓司、石井浩一、鈴木憲一、
　　　　米田英雄、原口一吉、二川隆司、田村　大

３. 会計からのお願い
委員会の支出がある方は、６月中旬までに会計まで
お申出下さい。

４. 新会員所属委員会について
松本幸雄会員は社会奉仕委員会、神代学光会員は会
計委員長となります。

５. 1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：６月14日㈬　18:30～　
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
会　費：5,000円（メークアップ出席扱いとなります）

6. 次回例会日程
日　時：６月16日㈮　12:30～
　　場　所：水戸プラザホテル
　　内　容：６月誕生祝い

クラブ協議会
「2016-17年度 下半期事業実績報告①」
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ロータリー親睦活動月間

６月第２例会プログラム
2017年６月９日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. 第３分区ガバナー補佐新旧引継のご挨拶

幡谷　誠ガ バ ナ ー 補 佐（水戸RC）
坂倉弘國次期ガバナー補佐（笠間RC）

 5. 米山奨学金授与 章琳さん
 6. 米山功労者感謝状伝達

大原康宏会員（第５回）、米田英雄会員（第４回）
橋本　哲会員（第４回）

 7. 雑誌の時間 雑誌委員会
 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. クラブ協議会「水戸南ロータリークラブ定款・細則の変更について」

米田英雄幹事
　　（決議）綿引甚介会長

12. 卓話「ホームページリニューアルに伴うITの活用について」
粂田信行次年度IT資料委員長

13. 点鐘・閉会

4－Vol.44  No41（第2110）

前　週訂正出席率65.59％
前々週訂正出席率72.63％98名 34名 64名 39.53％５月第４例会（５月28日）

出席状況

前　週訂正出席率70.97％
前々週訂正出席率64.77％98名 46名 52名 51.69％５月第３例会（５月19日）

出席状況

綿引甚介会員……

長谷川國雄会員・米田英雄会員・笹館康男会員・鈴木憲一会員
　　　　　　……
久保田啓藏会員…
谷島孝明会員……

米川幸喜会員……

根本　次会員……

奈良早苗会員……

岡村太郎会員……

原口一吉会員……
高梨博行会員……

石川啓司会員……

兼子充裕会員……

■ニコニコBOX（５月19日（金）扱）

この計　　 15件　　 53,000円
月　計　　 37件　　 128,000円
この計　　581件　　2,114,000円

水戸さくらRCの皆様ようこそいらっしゃいました。
例会を楽しんで下さい。

水戸さくらRCの皆様ようこそ。
水戸さくらRCとの合同例会を記念して。
水戸南RC、水戸さくらRC合同例会記念ゴルフ大会
ご苦労様でした。
水戸南RC、水戸さくらRC合同例会記念ゴルフ大会
ご苦労様でした。水戸さくらRCゴルフ同好会の皆
様、大木同好会会長有難うございました。
水戸市内6RC親睦野球大会お疲れ様でした。米田
幹事、長谷川パストガバナー差入れ有難うございま
した。水戸さくらRCの皆様ようこそ！
商船三井フェリーの仕事は花人生にとって最高の名
誉ある仕事でした。
水戸市内6RC親睦野球大会の多数の御参加、応援
どうも有難うございました。お陰様で準優勝致しま
した！
美しい女性達と合同例会が出来、感謝します。
先日の水戸市内6RC親睦野球大会に参加させて頂
き有難うございました。優秀賞も頂き、大変楽しかっ
たです。
５月27日㈯、28日㈰の第2820地区の年次大会へ
是非御参加下さい。一生懸命、実行委員会・地区委
員会・役員の準備をしております。
５月の誕生祝い有難うございました。

■会員メークアップ
5/ 6 　ローターアクト地区大会　長谷川國雄
5/13　クラブ奉仕委員会
　　　　　井澤卓司　　篠原　勉　　長洲雅彦
5/15　ワールド大阪REC　　工藤貴正
5/17　北海道2500REC　　 小路　實
5/17　水戸西RC　　　　　　斎藤孝夫
5/19　北海道2500REC　　人見光一
5/21　日立港RC創立40周年記念式典
　　　　　長谷川國雄　　井澤卓司

■会員メークアップ ■2016年７月～2017年４月　出席100％会員は下記の方々です。
5/24　水戸西RC　　大金　誠
5/24　ワールド大阪REC　　水口二良
5/29　北海道2500REC　　工藤貴正
5/27　会長・幹事会・地区委員長会議・

地区指導者育成セミナー
佐藤　衛　　長谷川國雄　井澤卓司
石川啓司　　綿引甚介　　米田英雄

赤岩　賢二　　深谷　　智　　原口　一吉　　長谷川國雄　　人見　光一
一毛　裕之　　市毛　純一　　石川　啓司　　井澤　卓司　　亀山　義孝
兼子　充裕　　川﨑　英輝　　菊池　秀機　　金原　和美　　河野　正政
小路　　實　　水口　二良　　水越　光男　　長洲　雅彦　　根本　祐次
野口　英壽　　大金　　誠　　小川　啓子　　岡村　太郎　　太田　聖史
笹館　康男　　塩沢　富夫　　鈴木　憲一　　武田　　誠　　宇留野秀一
綿引　甚介　　谷島　孝明　　米田　英雄　　米川　幸喜　　（計34名）

■財団BOX（５月19日（金）扱）
大原康宏会員……財団の友献金　ポリオプラス（第１回）

　$100　11,000円（累計$11,100）

この計　　　１件　　　$100　　　11,000円

■米山BOX（５月19日（金）扱）
和田公一郎会員（水戸さくらRC幹事）……　　 10,000円
長谷川國雄会員…米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計1,040,000円）
笹館康男会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 620,000円）
奈良早苗会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 140,000円）
郡司恵一郎会員…準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 80,000円）
船橋範行会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）
鈴木由紀子会員…準米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 20,000円）

この計　　　７件　　　70,000円

◎お名前の漏れ等がある場合は、郡司出席委員長までお申し出下さい。

焼八寸　お浸し　豚野菜巻き　蒟蒻白和え　鯛蒲鉾
鱸柚庵焼き　自家製玉子焼き　佃煮　山桃甘露煮

造　里　鮪　勘八　帆立貝　妻一式
揚　物　天婦羅　海老　烏賊　茄子　南瓜
食　事　俵押し　奈良漬
お　椀　蕎麦

会食メニュー


