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水越会長　タイ訪問の報告

米山奨学金授与　章　　琳さん
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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：岡村　太郎　副委員長：根本　直哉　委員：皆川　雄作、須田　政男

●会　長　水越　光男　会長エレクト　鈴木　憲一
●幹　事　兼子　充裕　副会長　　　　小路　　實
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　川﨑　紀子

地区スローガン／未来へチャレンジ
クラブ会長方針／誇り高き水戸南RIテーマ／ロータリー：変化をもたらす

日　時　平成29年７月14日㈮　午後12時00分～

場　所　水戸プラザホテル

出席者　理　事　　河野正政　　石川啓司　　川﨑紀子
　　　　　　　　　谷島孝明　　川澄千亜紀　赤岩賢二
　　　　　　　　　石井浩一

役　員　　水越光男　　鈴木憲一　　小路　實
　　　　　兼子充裕　　菊池秀機　　綿引甚介
メークアップ　深谷　智　　米田英雄

議事・決議事項 
①入会予定者について　　　　　　　　　　　《承認》
②現況報告書掲載について　　　　　　　　　《承認》
③動物愛護寄付金案内について　　　　　　　《確認》
④会員手帳について　　　　　　　　　　　　《承認》

保留事項
特に無し

次回定例理事会
日　時：平成29年７月31日㈪
　　　　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
場　所：Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング

（メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい）

■財団BOX（７月14日（金）扱）
米山英雄会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,100円（累計$3,400）
根本　次会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,100円（累計$3,200）
小川啓子会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,100円（累計$3,200）
髙橋伸之会員……メモリアル・コントリビューター（亡き父　清の為に）
　　　　　　　　財団の友献金（第５回）

$100　11,100円（累計$2,500）
田村　大会員……財団の友献金（第１回）

$100　11,100円（累計 $100）

市毛純一会員……
鈴木憲一会員……
船橋範行会員……
根本直哉会員……

鈴木由紀子会員…
小路　實会員……

石川啓司会員……

奈良早苗会員……

■ニコニコBOX（７月14日（金）扱）

この計　　 8件　　 25,000円

水越会長、兼子幹事、一年間頑張って下さい。
RI第3350地区タイ訪問の皆様、お疲れ様でした。
我が親睦活動委員長の一日も早い回復を祈って。
一昨日、今年度一回目の1-3奉仕研究会が開催さ
れました。参加された皆様、有難うございました。
暑いですね！
らくらく連絡網の件で赤岩会員に大変お世話にな
りました。
明日から大学の仲間と長野県の白樺湖の会員制別
荘（旧大学セミナーハウス）でセミナーと酒飲み
と合宿です。その後、南アルプスです。
田村セカンド大ちゃん有難う!!車の後ろに草刈機
があった、あわや…。

米山奨学生　　章　　琳さん
■ゲスト

社会奉仕研究会が開催されます。
日　時：７月29日㈯　10:30～15:00
場　所：三の丸ホテル　TEL.029-221-3011
出席者：河野正政社会奉仕委員長
地区委員出席者：長谷川國雄社会奉仕担当カウンセラー

地区国際奉仕研究会が開催されます。
日　時：７月30日㈰　10:00～16:00
場　所：ホテルグランド東雲　TEL.029-856-2211
出席者：石川啓司国際奉仕委員長

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC：７月24日㈪　18:30～
水戸さくらRC：７月31日㈪
　　　　　　　 定款８条第１節により休会

次回例会日程
日　時：７月28日㈮  18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：前年度出席100％会員表彰
　　　　７月誕生祝い
　　　　クラブ懇談会 　　　　　　
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７月第２例会 ７月14日（金）
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前　週訂正出席率73.68％
前々週訂正出席率82.47％96名 50名 46名 57.47％７月第2例会（７月14日）

出席状況
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７月第３例会プログラム
2017年７月21日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. 前年度ニコニコBOX寄付金額目標達成者発表
 5. ロータリーの時間 綿引甚介直前会長
 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. クラブ協議会「委員会事業計画発表（２）」

親睦活動、IT資料、奉仕プロジェクト、
職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、
国際奉仕、姉妹・友好クラブ交流、
ロータリー財団、米山記念奨学、
ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

牛舌入りフランクのグリルとカレーライス
季節の野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー

■2016～2017年度 出席100％会員は下記の方々です。

この計　　　5件　　　$500　　　55,500円

■米山BOX（７月14日（金）扱）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計640,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計490,000円）
長洲雅彦会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

■会員メークアップ
7/ 8 　ロータリー財団研究会　　兼子充裕
7/ 9 　職業奉仕研究会　　　　　高梨博行
7/11　ワールド大阪REC　　　　亀山義孝
7/12　水戸西RC　　　　　　　 大金　誠

2017-2018年度　第1回臨時理事会　議事録

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　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）



プログラム委員会
委員長　宇留野秀一

１.基本方針
　年間・月間のプログラムを作成ならびに例会の司
会進行を委員会メンバーの全員協力のもと実施し、
適切な時間配分によりスムーズな例会運営を行って
いきます。
　適度な厳しさとアットホームさをもった例会運営
を心掛け、参加した方が何かしら得るものがあると
いう運営を目指していきます。
　また、卓話の選考には各月間に因んだストーリー
のある話題を提供できるよう、卓話者の選考や事前
調整を行っていきます。

２.事業計画
⑴年間プログラムを作成する。
⑵理事、役員会に当月及び次月の例会プログラムを
上程し、様々な意見を頂き、充実した例会につな
げる。
また、卓話者の選定、イニシエーションスピーチ
の依頼、外部講師による卓話の依頼等をタイム
リーに提案、依頼していく。

⑶毎月（原則として）最終例会に「親睦の時間」を
設ける。

⑷週報に次週例会予告を掲載する。
⑸各委員会並びに卓話等の当事者と連携をし、例会
の進行をスムーズに行う。

⑹移動例会に際しては、各担当委員会と協力し、有
意義な機会となるように努める。

⑺例会実施にあたっては、会場運営委員会やニコニ
コBOX委員会と協力をしながら、魅力あるコン
テンツ提供と規律的な運営とのバランス保ちなが
ら行っていく。

雑誌委員会
委員長　深谷　　智

１.基本方針
・ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータ
リーの友」の購読を会員一人一人に改めて認識い
ただく。

・「ロータリーの友」を購読することにより、ロー
タリークラブに対する誇りと見識を高め、理解を
深めて行くきっかけを提供する。

２.事業計画
⑴第１例会において「ロータリーの友」のおすすめ
記事の案内をする。

⑵雑誌月間に卓話をする。
⑶「ロータリーの友」へ投稿し、掲載されるよう努
める。

⑷ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータ
リーの友」の購読についてクラブ内で話す場を作
る。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

基本方針・事業計画
職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が、スムーズにそし
て効果的に活動できるように調整するとともに、
1-3奉仕研究会運営への協力をしてまいります。

職業奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員に
理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づき、各
自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱し、
ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理想』
を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。　
⑵『職業奉仕月間』においては、地域社会に貢献す
る企業へ職場訪問を行う。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

社会奉仕委員会
委員長　河野　正政

１.基本方針
地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕する。
奉仕に役立つ支援や援助を実践する。

２.事業計画
⑴継続的に地域でボランティア活動を行っている団
体・グループに対し支援をする。
⑵地域住民、子供の安全を守る為、事故や事件を未
然に防ぐ為の事業を行う。
⑶水戸市内の小学校講堂に緞帳を寄贈する。
⑷会員が自ら身体を動かして身近な奉仕活動として
「こども食堂」を実施する。

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　年齢30歳までの若い人全てを含む青少年の多様
なニ－ズを意識しつつ、よりよき未来を確実なもの
とする為に地域社会の青少年に将来への準備を支援
し健康、人間の価値、教育、自己開発を基本に有意
義な事業を行う。

２.事業計画
⑴ミニバスケットボール大会『水戸南ロータリーク
ラブ杯』の開催（平成30年２月予定）
⑵インターアクト、ローターアクト、ライラ、青少年交換
プログラムについての理解を深め、将来に向けての
情報収集に努める。特に、ライラの参加を勧める。
⑶職業奉仕委員会での学校訪問『出前授業』の協力
をする。

国際奉仕委員会 
委員長　石川　啓司

１.基本方針
　RI会長テーマの「ロータリー：変化をもたら
す」、地区スローガンの「未来へチャレンジ」、クラ
ブ会長方針の「誇り高き水戸南」に則り、我がクラ
ブは国際奉仕活動においても、名誉ある地位を占め
たいと思う。
　平和を愛する全世界の人々のため、全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成するため努力する。

２.事業計画
①友好クラブのタイのシーロムRC会長就任式に参
加する。
②友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参
加する。
③友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地
方の学校・病院への浄水設備・人工透析器の贈呈
式・現地視察に参加する。
④他クラブの行う、国際奉仕活動この指止まれ事業
にできるだけ協力する。
⑤創立45周年記念事業（国際奉仕部門）に向けク
ラブに協力する。
⑥トロントで開催される2017-18年度RI国際大会
に多くの会員が参加できるように宣伝、努力す
る。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１.基本方針
　水戸南ロータリークラブ創立45周年記念事業に
当クラブとの姉妹交流をしている各クラブへの参加
を呼びかけて有意義な交流を図れるように委員会活
動を行います。

２.事業計画
⑴年度当初に理事・役員変更について相互確認す
る。
⑵年間行事・事業・ガバナー現況報告について相互
確認する。
⑶当クラブと高松西RCとの相互の交流を深める。
⑷当クラブと韓国清州西原RCとの相互の交流を深
める。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　ロータリー財団の使命である人道的・教育的プロ
グラムを通して、世界理解・親善・平和を達成する
事を会員に機会あるごとにその意義と重要性を訴え
ていく。
　より一層のロータリー財団へのご理解とご支援・
ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上目標

⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である
寄付を有効に活用できるよう、奉仕委員会と協力
し、地区補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　米山記念奨学事業を会員の皆様にご理解していた
だき、その財源となる寄付向上を目指すと共に、日
本で学ぶ私費外国人留学生を支援し、日本と世界を
結ぶ架け橋となるように、絆や信頼関係を築いてい
きたい。
　また、地区目標である一人25,000円以上の達成
に努める。

２.事業計画
⑴米山月間に合わせゲスト卓話の実施。
⑵米山奨学生との交流を図る。
毎月１度の例会出席と卓話の実施。
親睦活動への参加。
奉仕活動への参加。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様に好意と善意の奉仕活動資金をご献金
頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思いま
す。
　皆様、今年一年間、ご協力の程よろしくお願い申
し上げます。

２.事業計画
⑴一人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金の奉仕活動への使い道を
PRして、会員の寄付への協力にお声掛けして行
きます。
⑶1-3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷個人の寄付金状況を随時ご案内申し上げます。
⑸個人目標額を達成された方へ記念品を贈呈して行
きます。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
適正な会計処理を実施する。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面
で円滑に行えるように努める。
⑵事務局と連携を図り、支払を遅滞なく行う。
⑶効果的なクラブ運営のため、予算配分、支出の均
衡を各委員会に協力を依頼し、予算超過をなく
し、支払を厳正に行う。

2017－2018年度　委員会事業計画
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2017－2018年度　委員会事業計画
プログラム委員会

委員長　宇留野秀一
１.基本方針
　年間・月間のプログラムを作成ならびに例会の司
会進行を委員会メンバーの全員協力のもと実施し、
適切な時間配分によりスムーズな例会運営を行って
いきます。
　適度な厳しさとアットホームさをもった例会運営
を心掛け、参加した方が何かしら得るものがあると
いう運営を目指していきます。
　また、卓話の選考には各月間に因んだストーリー
のある話題を提供できるよう、卓話者の選考や事前
調整を行っていきます。

２.事業計画
⑴年間プログラムを作成する。
⑵理事、役員会に当月及び次月の例会プログラムを
上程し、様々な意見を頂き、充実した例会につな
げる。
また、卓話者の選定、イニシエーションスピーチ
の依頼、外部講師による卓話の依頼等をタイム
リーに提案、依頼していく。

⑶毎月（原則として）最終例会に「親睦の時間」を
設ける。

⑷週報に次週例会予告を掲載する。
⑸各委員会並びに卓話等の当事者と連携をし、例会
の進行をスムーズに行う。

⑹移動例会に際しては、各担当委員会と協力し、有
意義な機会となるように努める。

⑺例会実施にあたっては、会場運営委員会やニコニ
コBOX委員会と協力をしながら、魅力あるコン
テンツ提供と規律的な運営とのバランス保ちなが
ら行っていく。

雑誌委員会
委員長　深谷　　智

１.基本方針
・ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータ
リーの友」の購読を会員一人一人に改めて認識い
ただく。

・「ロータリーの友」を購読することにより、ロー
タリークラブに対する誇りと見識を高め、理解を
深めて行くきっかけを提供する。

２.事業計画
⑴第１例会において「ロータリーの友」のおすすめ
記事の案内をする。

⑵雑誌月間に卓話をする。
⑶「ロータリーの友」へ投稿し、掲載されるよう努
める。

⑷ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータ
リーの友」の購読についてクラブ内で話す場を作
る。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

基本方針・事業計画
職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が、スムーズにそし
て効果的に活動できるように調整するとともに、
1-3奉仕研究会運営への協力をしてまいります。

職業奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員に
理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づき、各
自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱し、
ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理想』
を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。　
⑵『職業奉仕月間』においては、地域社会に貢献す
る企業へ職場訪問を行う。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

社会奉仕委員会
委員長　河野　正政

１.基本方針
地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕する。
奉仕に役立つ支援や援助を実践する。

２.事業計画
⑴継続的に地域でボランティア活動を行っている団
体・グループに対し支援をする。
⑵地域住民、子供の安全を守る為、事故や事件を未
然に防ぐ為の事業を行う。
⑶水戸市内の小学校講堂に緞帳を寄贈する。
⑷会員が自ら身体を動かして身近な奉仕活動として
「こども食堂」を実施する。

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　年齢30歳までの若い人全てを含む青少年の多様
なニ－ズを意識しつつ、よりよき未来を確実なもの
とする為に地域社会の青少年に将来への準備を支援
し健康、人間の価値、教育、自己開発を基本に有意
義な事業を行う。

２.事業計画
⑴ミニバスケットボール大会『水戸南ロータリーク
ラブ杯』の開催（平成30年２月予定）
⑵インターアクト、ローターアクト、ライラ、青少年交換
プログラムについての理解を深め、将来に向けての
情報収集に努める。特に、ライラの参加を勧める。
⑶職業奉仕委員会での学校訪問『出前授業』の協力
をする。

国際奉仕委員会 
委員長　石川　啓司

１.基本方針
　RI会長テーマの「ロータリー：変化をもたら
す」、地区スローガンの「未来へチャレンジ」、クラ
ブ会長方針の「誇り高き水戸南」に則り、我がクラ
ブは国際奉仕活動においても、名誉ある地位を占め
たいと思う。
　平和を愛する全世界の人々のため、全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成するため努力する。

２.事業計画
①友好クラブのタイのシーロムRC会長就任式に参
加する。
②友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参
加する。
③友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地
方の学校・病院への浄水設備・人工透析器の贈呈
式・現地視察に参加する。
④他クラブの行う、国際奉仕活動この指止まれ事業
にできるだけ協力する。
⑤創立45周年記念事業（国際奉仕部門）に向けク
ラブに協力する。
⑥トロントで開催される2017-18年度RI国際大会
に多くの会員が参加できるように宣伝、努力す
る。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１.基本方針
　水戸南ロータリークラブ創立45周年記念事業に
当クラブとの姉妹交流をしている各クラブへの参加
を呼びかけて有意義な交流を図れるように委員会活
動を行います。

２.事業計画
⑴年度当初に理事・役員変更について相互確認す
る。
⑵年間行事・事業・ガバナー現況報告について相互
確認する。
⑶当クラブと高松西RCとの相互の交流を深める。
⑷当クラブと韓国清州西原RCとの相互の交流を深
める。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　ロータリー財団の使命である人道的・教育的プロ
グラムを通して、世界理解・親善・平和を達成する
事を会員に機会あるごとにその意義と重要性を訴え
ていく。
　より一層のロータリー財団へのご理解とご支援・
ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上目標

⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である
寄付を有効に活用できるよう、奉仕委員会と協力
し、地区補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　米山記念奨学事業を会員の皆様にご理解していた
だき、その財源となる寄付向上を目指すと共に、日
本で学ぶ私費外国人留学生を支援し、日本と世界を
結ぶ架け橋となるように、絆や信頼関係を築いてい
きたい。
　また、地区目標である一人25,000円以上の達成
に努める。

２.事業計画
⑴米山月間に合わせゲスト卓話の実施。
⑵米山奨学生との交流を図る。
毎月１度の例会出席と卓話の実施。
親睦活動への参加。
奉仕活動への参加。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様に好意と善意の奉仕活動資金をご献金
頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思いま
す。
　皆様、今年一年間、ご協力の程よろしくお願い申
し上げます。

２.事業計画
⑴一人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金の奉仕活動への使い道を
PRして、会員の寄付への協力にお声掛けして行
きます。
⑶1-3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷個人の寄付金状況を随時ご案内申し上げます。
⑸個人目標額を達成された方へ記念品を贈呈して行
きます。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
適正な会計処理を実施する。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面
で円滑に行えるように努める。
⑵事務局と連携を図り、支払を遅滞なく行う。
⑶効果的なクラブ運営のため、予算配分、支出の均
衡を各委員会に協力を依頼し、予算超過をなく
し、支払を厳正に行う。
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プログラム委員会
委員長　宇留野秀一

１.基本方針
　年間・月間のプログラムを作成ならびに例会の司
会進行を委員会メンバーの全員協力のもと実施し、
適切な時間配分によりスムーズな例会運営を行って
いきます。
　適度な厳しさとアットホームさをもった例会運営
を心掛け、参加した方が何かしら得るものがあると
いう運営を目指していきます。
　また、卓話の選考には各月間に因んだストーリー
のある話題を提供できるよう、卓話者の選考や事前
調整を行っていきます。

２.事業計画
⑴年間プログラムを作成する。
⑵理事、役員会に当月及び次月の例会プログラムを
上程し、様々な意見を頂き、充実した例会につな
げる。
また、卓話者の選定、イニシエーションスピーチ
の依頼、外部講師による卓話の依頼等をタイム
リーに提案、依頼していく。
⑶毎月（原則として）最終例会に「親睦の時間」を
設ける。
⑷週報に次週例会予告を掲載する。
⑸各委員会並びに卓話等の当事者と連携をし、例会
の進行をスムーズに行う。
⑹移動例会に際しては、各担当委員会と協力し、有
意義な機会となるように努める。
⑺例会実施にあたっては、会場運営委員会やニコニ
コBOX委員会と協力をしながら、魅力あるコン
テンツ提供と規律的な運営とのバランス保ちなが
ら行っていく。

雑誌委員会
委員長　深谷　　智

１.基本方針
・ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータ
リーの友」の購読を会員一人一人に改めて認識い
ただく。
・「ロータリーの友」を購読することにより、ロー
タリークラブに対する誇りと見識を高め、理解を
深めて行くきっかけを提供する。

２.事業計画
⑴第１例会において「ロータリーの友」のおすすめ
記事の案内をする。
⑵雑誌月間に卓話をする。
⑶「ロータリーの友」へ投稿し、掲載されるよう努
める。
⑷ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータ
リーの友」の購読についてクラブ内で話す場を作
る。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

基本方針・事業計画
職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が、スムーズにそし
て効果的に活動できるように調整するとともに、
1-3奉仕研究会運営への協力をしてまいります。

職業奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員に
理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づき、各
自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱し、
ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理想』
を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。　
⑵『職業奉仕月間』においては、地域社会に貢献す
る企業へ職場訪問を行う。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

社会奉仕委員会
委員長　河野　正政

１.基本方針
地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕する。
奉仕に役立つ支援や援助を実践する。

２.事業計画
⑴継続的に地域でボランティア活動を行っている団
体・グループに対し支援をする。
⑵地域住民、子供の安全を守る為、事故や事件を未
然に防ぐ為の事業を行う。
⑶水戸市内の小学校講堂に緞帳を寄贈する。
⑷会員が自ら身体を動かして身近な奉仕活動として
「こども食堂」を実施する。

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　年齢30歳までの若い人全てを含む青少年の多様
なニ－ズを意識しつつ、よりよき未来を確実なもの
とする為に地域社会の青少年に将来への準備を支援
し健康、人間の価値、教育、自己開発を基本に有意
義な事業を行う。

２.事業計画
⑴ミニバスケットボール大会『水戸南ロータリーク
ラブ杯』の開催（平成30年２月予定）
⑵インターアクト、ローターアクト、ライラ、青少年交換
プログラムについての理解を深め、将来に向けての
情報収集に努める。特に、ライラの参加を勧める。
⑶職業奉仕委員会での学校訪問『出前授業』の協力
をする。

国際奉仕委員会 
委員長　石川　啓司

１.基本方針
　RI会長テーマの「ロータリー：変化をもたら
す」、地区スローガンの「未来へチャレンジ」、クラ
ブ会長方針の「誇り高き水戸南」に則り、我がクラ
ブは国際奉仕活動においても、名誉ある地位を占め
たいと思う。
　平和を愛する全世界の人々のため、全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成するため努力する。

２.事業計画
①友好クラブのタイのシーロムRC会長就任式に参
加する。

②友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参
加する。

③友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地
方の学校・病院への浄水設備・人工透析器の贈呈
式・現地視察に参加する。

④他クラブの行う、国際奉仕活動この指止まれ事業
にできるだけ協力する。

⑤創立45周年記念事業（国際奉仕部門）に向けク
ラブに協力する。

⑥トロントで開催される2017-18年度RI国際大会
に多くの会員が参加できるように宣伝、努力す
る。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１.基本方針
　水戸南ロータリークラブ創立45周年記念事業に
当クラブとの姉妹交流をしている各クラブへの参加
を呼びかけて有意義な交流を図れるように委員会活
動を行います。

２.事業計画
⑴年度当初に理事・役員変更について相互確認す
る。

⑵年間行事・事業・ガバナー現況報告について相互
確認する。

⑶当クラブと高松西RCとの相互の交流を深める。
⑷当クラブと韓国清州西原RCとの相互の交流を深
める。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　ロータリー財団の使命である人道的・教育的プロ
グラムを通して、世界理解・親善・平和を達成する
事を会員に機会あるごとにその意義と重要性を訴え
ていく。
　より一層のロータリー財団へのご理解とご支援・
ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上目標

⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である
寄付を有効に活用できるよう、奉仕委員会と協力
し、地区補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　米山記念奨学事業を会員の皆様にご理解していた
だき、その財源となる寄付向上を目指すと共に、日
本で学ぶ私費外国人留学生を支援し、日本と世界を
結ぶ架け橋となるように、絆や信頼関係を築いてい
きたい。
　また、地区目標である一人25,000円以上の達成
に努める。

２.事業計画
⑴米山月間に合わせゲスト卓話の実施。
⑵米山奨学生との交流を図る。
毎月１度の例会出席と卓話の実施。
親睦活動への参加。
奉仕活動への参加。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様に好意と善意の奉仕活動資金をご献金
頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思いま
す。
　皆様、今年一年間、ご協力の程よろしくお願い申
し上げます。

２.事業計画
⑴一人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金の奉仕活動への使い道を
PRして、会員の寄付への協力にお声掛けして行
きます。
⑶1-3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷個人の寄付金状況を随時ご案内申し上げます。
⑸個人目標額を達成された方へ記念品を贈呈して行
きます。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
適正な会計処理を実施する。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面
で円滑に行えるように努める。
⑵事務局と連携を図り、支払を遅滞なく行う。
⑶効果的なクラブ運営のため、予算配分、支出の均
衡を各委員会に協力を依頼し、予算超過をなく
し、支払を厳正に行う。
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2017－2018年度　委員会事業計画
プログラム委員会

委員長　宇留野秀一
１.基本方針
　年間・月間のプログラムを作成ならびに例会の司
会進行を委員会メンバーの全員協力のもと実施し、
適切な時間配分によりスムーズな例会運営を行って
いきます。
　適度な厳しさとアットホームさをもった例会運営
を心掛け、参加した方が何かしら得るものがあると
いう運営を目指していきます。
　また、卓話の選考には各月間に因んだストーリー
のある話題を提供できるよう、卓話者の選考や事前
調整を行っていきます。

２.事業計画
⑴年間プログラムを作成する。
⑵理事、役員会に当月及び次月の例会プログラムを
上程し、様々な意見を頂き、充実した例会につな
げる。
また、卓話者の選定、イニシエーションスピーチ
の依頼、外部講師による卓話の依頼等をタイム
リーに提案、依頼していく。
⑶毎月（原則として）最終例会に「親睦の時間」を
設ける。
⑷週報に次週例会予告を掲載する。
⑸各委員会並びに卓話等の当事者と連携をし、例会
の進行をスムーズに行う。
⑹移動例会に際しては、各担当委員会と協力し、有
意義な機会となるように努める。
⑺例会実施にあたっては、会場運営委員会やニコニ
コBOX委員会と協力をしながら、魅力あるコン
テンツ提供と規律的な運営とのバランス保ちなが
ら行っていく。

雑誌委員会
委員長　深谷　　智

１.基本方針
・ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータ
リーの友」の購読を会員一人一人に改めて認識い
ただく。
・「ロータリーの友」を購読することにより、ロー
タリークラブに対する誇りと見識を高め、理解を
深めて行くきっかけを提供する。

２.事業計画
⑴第１例会において「ロータリーの友」のおすすめ
記事の案内をする。
⑵雑誌月間に卓話をする。
⑶「ロータリーの友」へ投稿し、掲載されるよう努
める。
⑷ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータ
リーの友」の購読についてクラブ内で話す場を作
る。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

基本方針・事業計画
職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が、スムーズにそし
て効果的に活動できるように調整するとともに、
1-3奉仕研究会運営への協力をしてまいります。

職業奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員に
理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づき、各
自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱し、
ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理想』
を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。　
⑵『職業奉仕月間』においては、地域社会に貢献す
る企業へ職場訪問を行う。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

社会奉仕委員会
委員長　河野　正政

１.基本方針
地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕する。
奉仕に役立つ支援や援助を実践する。

２.事業計画
⑴継続的に地域でボランティア活動を行っている団
体・グループに対し支援をする。
⑵地域住民、子供の安全を守る為、事故や事件を未
然に防ぐ為の事業を行う。
⑶水戸市内の小学校講堂に緞帳を寄贈する。
⑷会員が自ら身体を動かして身近な奉仕活動として
「こども食堂」を実施する。

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　年齢30歳までの若い人全てを含む青少年の多様
なニ－ズを意識しつつ、よりよき未来を確実なもの
とする為に地域社会の青少年に将来への準備を支援
し健康、人間の価値、教育、自己開発を基本に有意
義な事業を行う。

２.事業計画
⑴ミニバスケットボール大会『水戸南ロータリーク
ラブ杯』の開催（平成30年２月予定）
⑵インターアクト、ローターアクト、ライラ、青少年交換
プログラムについての理解を深め、将来に向けての
情報収集に努める。特に、ライラの参加を勧める。
⑶職業奉仕委員会での学校訪問『出前授業』の協力
をする。

国際奉仕委員会 
委員長　石川　啓司

１.基本方針
　RI会長テーマの「ロータリー：変化をもたら
す」、地区スローガンの「未来へチャレンジ」、クラ
ブ会長方針の「誇り高き水戸南」に則り、我がクラ
ブは国際奉仕活動においても、名誉ある地位を占め
たいと思う。
　平和を愛する全世界の人々のため、全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成するため努力する。

２.事業計画
①友好クラブのタイのシーロムRC会長就任式に参
加する。

②友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参
加する。

③友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地
方の学校・病院への浄水設備・人工透析器の贈呈
式・現地視察に参加する。

④他クラブの行う、国際奉仕活動この指止まれ事業
にできるだけ協力する。

⑤創立45周年記念事業（国際奉仕部門）に向けク
ラブに協力する。

⑥トロントで開催される2017-18年度RI国際大会
に多くの会員が参加できるように宣伝、努力す
る。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１.基本方針
　水戸南ロータリークラブ創立45周年記念事業に
当クラブとの姉妹交流をしている各クラブへの参加
を呼びかけて有意義な交流を図れるように委員会活
動を行います。

２.事業計画
⑴年度当初に理事・役員変更について相互確認す
る。

⑵年間行事・事業・ガバナー現況報告について相互
確認する。

⑶当クラブと高松西RCとの相互の交流を深める。
⑷当クラブと韓国清州西原RCとの相互の交流を深
める。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　ロータリー財団の使命である人道的・教育的プロ
グラムを通して、世界理解・親善・平和を達成する
事を会員に機会あるごとにその意義と重要性を訴え
ていく。
　より一層のロータリー財団へのご理解とご支援・
ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上目標

⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である
寄付を有効に活用できるよう、奉仕委員会と協力
し、地区補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　米山記念奨学事業を会員の皆様にご理解していた
だき、その財源となる寄付向上を目指すと共に、日
本で学ぶ私費外国人留学生を支援し、日本と世界を
結ぶ架け橋となるように、絆や信頼関係を築いてい
きたい。
　また、地区目標である一人25,000円以上の達成
に努める。

２.事業計画
⑴米山月間に合わせゲスト卓話の実施。
⑵米山奨学生との交流を図る。
毎月１度の例会出席と卓話の実施。
親睦活動への参加。
奉仕活動への参加。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

１.基本方針
　ニコニコBOXは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　会員の皆様に好意と善意の奉仕活動資金をご献金
頂けるよう、積極的に呼びかけて行きたいと思いま
す。
　皆様、今年一年間、ご協力の程よろしくお願い申
し上げます。

２.事業計画
⑴一人当たり、年間寄付金３万円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵ニコニコBOX寄付金の奉仕活動への使い道を
PRして、会員の寄付への協力にお声掛けして行
きます。
⑶1-3奉仕研究会、SRG、野球部等に積極的にお
声をかけていきます。
⑷個人の寄付金状況を随時ご案内申し上げます。
⑸個人目標額を達成された方へ記念品を贈呈して行
きます。

会計委員会
委員長　神代　学光

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
適正な会計処理を実施する。

２.事業計画
⑴会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面
で円滑に行えるように努める。
⑵事務局と連携を図り、支払を遅滞なく行う。
⑶効果的なクラブ運営のため、予算配分、支出の均
衡を各委員会に協力を依頼し、予算超過をなく
し、支払を厳正に行う。
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各委員会事業計画発表（１）
（会員選考委員会：水口委員長）

水越会長　タイ訪問の報告

米山奨学金授与　章　　琳さん

会食メニュー

幹幹 事事 報報 告告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

Weekly Report Rotary Club of
Mito-Minami水戸南

 ロータリークラブ
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：岡村　太郎　副委員長：根本　直哉　委員：皆川　雄作、須田　政男

●会　長　水越　光男　会長エレクト　鈴木　憲一
●幹　事　兼子　充裕　副会長　　　　小路　　實
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　川﨑　紀子

地区スローガン／未来へチャレンジ
クラブ会長方針／誇り高き水戸南RIテーマ／ロータリー：変化をもたらす

日　時　平成29年７月14日㈮　午後12時00分～

場　所　水戸プラザホテル

出席者　理　事　　河野正政　　石川啓司　　川﨑紀子
　　　　　　　　　谷島孝明　　川澄千亜紀　赤岩賢二
　　　　　　　　　石井浩一

役　員　　水越光男　　鈴木憲一　　小路　實
　　　　　兼子充裕　　菊池秀機　　綿引甚介
メークアップ　深谷　智　　米田英雄

議事・決議事項 
①入会予定者について　　　　　　　　　　　《承認》
②現況報告書掲載について　　　　　　　　　《承認》
③動物愛護寄付金案内について　　　　　　　《確認》
④会員手帳について　　　　　　　　　　　　《承認》

保留事項
特に無し

次回定例理事会
日　時：平成29年７月31日㈪
　　　　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
場　所：Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング

（メークアップ出席となりますので、多数ご参加下さい）

■財団BOX（７月14日（金）扱）
米山英雄会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,100円（累計$3,400）
根本　次会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,100円（累計$3,200）
小川啓子会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,100円（累計$3,200）
髙橋伸之会員……メモリアル・コントリビューター（亡き父　清の為に）
　　　　　　　　財団の友献金（第５回）

$100　11,100円（累計$2,500）
田村　大会員……財団の友献金（第１回）

$100　11,100円（累計 $100）

市毛純一会員……
鈴木憲一会員……
船橋範行会員……
根本直哉会員……

鈴木由紀子会員…
小路　實会員……

石川啓司会員……

奈良早苗会員……

■ニコニコBOX（７月14日（金）扱）

この計　　 8件　　 25,000円

水越会長、兼子幹事、一年間頑張って下さい。
RI第3350地区タイ訪問の皆様、お疲れ様でした。
我が親睦活動委員長の一日も早い回復を祈って。
一昨日、今年度一回目の1-3奉仕研究会が開催さ
れました。参加された皆様、有難うございました。
暑いですね！
らくらく連絡網の件で赤岩会員に大変お世話にな
りました。
明日から大学の仲間と長野県の白樺湖の会員制別
荘（旧大学セミナーハウス）でセミナーと酒飲み
と合宿です。その後、南アルプスです。
田村セカンド大ちゃん有難う!!車の後ろに草刈機
があった、あわや…。

米山奨学生　　章　　琳さん
■ゲスト

社会奉仕研究会が開催されます。
日　時：７月29日㈯　10:30～15:00
場　所：三の丸ホテル　TEL.029-221-3011
出席者：河野正政社会奉仕委員長
地区委員出席者：長谷川國雄社会奉仕担当カウンセラー

地区国際奉仕研究会が開催されます。
日　時：７月30日㈰　10:00～16:00
場　所：ホテルグランド東雲　TEL.029-856-2211
出席者：石川啓司国際奉仕委員長

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC：７月24日㈪　18:30～
水戸さくらRC：７月31日㈪
　　　　　　　 定款８条第１節により休会

次回例会日程
日　時：７月28日㈮  18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：前年度出席100％会員表彰
　　　　７月誕生祝い
　　　　クラブ懇談会 　　　　　　

１

２

３

４

７月第２例会 ７月14日（金）
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前　週訂正出席率73.68％
前々週訂正出席率82.47％96名 50名 46名 57.47％７月第2例会（７月14日）

出席状況
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７月第３例会プログラム
2017年７月21日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. 前年度ニコニコBOX寄付金額目標達成者発表
 5. ロータリーの時間 綿引甚介直前会長
 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. クラブ協議会「委員会事業計画発表（２）」

親睦活動、IT資料、奉仕プロジェクト、
職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、
国際奉仕、姉妹・友好クラブ交流、
ロータリー財団、米山記念奨学、
ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

牛舌入りフランクのグリルとカレーライス
季節の野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー

■2016～2017年度 出席100％会員は下記の方々です。

この計　　　5件　　　$500　　　55,500円

■米山BOX（７月14日（金）扱）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計640,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計490,000円）
長洲雅彦会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

■会員メークアップ
7/ 8 　ロータリー財団研究会　　兼子充裕
7/ 9 　職業奉仕研究会　　　　　高梨博行
7/11　ワールド大阪REC　　　　亀山義孝
7/12　水戸西RC　　　　　　　 大金　誠

2017-2018年度　第1回臨時理事会　議事録

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　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）


