
千波小学校へ寄贈した緞帳（10月６日撮影）
１年生と父兄が参加しての親子教室が開催されていました。
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◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）２月10日
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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

髙橋賢吾ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
所在地：〒310-0026 水戸市泉町3-1-28 第二中央ビル５階
連絡先：TEL.029-350-2700　FAX.029-350-2701
　　　　E-mail 18-19@rid2820.jp
執務時間：平日10:00～17:00 ※土・日・祝祭日休業

創立45周年記念式典実行委員会（記念事業）が開催されました。
日　時：10月３日㈫　18:30～
場　所：ビオ ハーヴェスト・和ダイニング
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（９名）
髙野　賢、志村　保、及川　譲、斎藤孝夫、松本隆史、
島根昌明、一毛裕之、水越光男、兼子充裕

創立45周年記念式典実行委員会（海外接待）が開催されました。
日　時：10月３日㈫　18:30～
場　所：居酒屋でん助
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（８名）
鈴木憲一、川﨑紀子、中本邦彦、奈良早苗、橋本　哲、
石井邦明、石川啓司、金澤一史

創立45周年記念式典実行委員会（全体）が開催されます。
日　時：10月16日㈪　18:30～
場　所：中川楼　TEL.029-231-3318

水戸市内RC例会場変更
水戸さくらRC…10月16日㈪　11:45～

於 水戸市こども発達支援センター
すくすく・みと

水　戸　東RC…10月19日㈭⇒10月15日㈰　12:00～
　　　　　　於 茨城大学
（茨城大学留学生との心の交流会の為）

次回例会日程
日　時：10月20日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「水戸出身の起業家が語るベンチャーと水戸への貢献

～水戸ど真ん中再生プロジェクトが目指すもの～」
グロービス経営大学院 学長　堀　義人氏
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10月第２例会プログラム
2017年10月13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. ロータリーの時間

 松本隆史創立45周年記念式典実行委員長
 5. 千波小学校緞帳贈呈式並びに感謝状授与

 高橋　靖水戸市長
 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. 卓話「イニシエーションスピーチ」

 松本幸雄会員、川﨑篤之会員
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

■米山BOX（10月６日（金）扱）
菊池　敏地区米山記念奨学会総括委員長（水戸東RC）

…………米山功労者として献金　10,000円
（米山記念奨学献金の寄付を今後共、宜しくお願い致します。）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計960,000円）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計870,000円）
市毛純一会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計660,000円）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計650,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計410,000円）
水越光男会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計310,000円）
河野正政会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計250,000円）
島根昌明会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
深谷　智会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計220,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計190,000円）
米川幸喜会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計180,000円）
赤岩賢二会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計150,000円）
奈良早苗会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計150,000円）
石井浩一会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）
宇留野秀一会員…準米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 90,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 50,000円）
根本直哉会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　18件　　　180,000円

長谷川國雄会員…

谷島孝明会員……

櫻井盛二会員……

久保田啓藏会員…

塩沢富夫会員……

粂田信行会員……
川﨑紀子会員……

宇留野秀一会員…

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（10月６日（金）扱）
清州西原RC交流会へ参加して、創立45周年記念
式典の来水を依頼して来ました。
地区米山記念奨学会総括委員長の菊池様、本日の
卓話宜しくお願い致します。
地区米山記念奨学会総括委員長の菊池様、本日は
宜しくお願い致します。
先月のおひさま食堂に孫と一緒に参加いたしまし
た。ラーメンが美味しかったです。
地区米山記念奨学会総括委員長の菊池様、卓話楽
しみです。
寒くなりました。健康第一。
地区米山記念奨学会総括委員長の菊池様、本日の
卓話宜しくお願い致します。
第２～第３例会は出張で休みます。宜しくお願い
します。
トロント国際大会の渡航プランは来年６月22日
㈮～26日㈫を軸に企画中です。是非、国際大会
登録をお願いします。

10月第１例会 10月６日㈮

前　週訂正出席率68.75％
前々週訂正出席率69.15％99名 52名 47名 56.52％10月第１例会（10月６日）

出席状況

ミートボールのバネとカレー・ライス
秋野菜パリジェンヌを添えて

季節のサラダ

コーヒー又は紅茶

会食メニュー
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地区米山記念奨学会総括委員長　菊池　敏 氏（水戸東RC）
米山奨学生　章　琳 さん

■ゲスト

水戸西RC　小倉克夫会員　平戸妙子会員
■ビジター

この計　　　９件　　　32,000円

■財団BOX（10月６日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第６回）

$100　11,200円（累計$13,600）

この計　　　１件　　　$100　　　11,200円

■会員メークアップ
 9 /28　笠間RC　　太田聖史
10/２　北海道2500REC　　野口英壽
10/５　水戸東RC　川﨑篤之



ロータリーの時間及び米山奨学金の授与　章琳さん

韓国清州西原RC交流会報告　中本姉妹・友好クラブ交流委員長
「水戸南RC創立45周年記念式典の案内状をお渡ししてま
いりました」

雑誌の時間　小川雑誌委員長
「米山財団設立50周年、ロータリー財団100周年の記事が
掲載されています」

本日の昼食

卓話「米山月間に因んで」菊池敏地区米山記念奨学会総括委員長　

10月６日㈮　第１例会
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過去の卓話（８月）

●「ロータリーの時間」米山奨学生　章琳さん
　早いもので奨学生となって早半年が過ぎました。当初は皆様が企業の偉い方と伺っていてとても怖いイメージでした
が、カウンセラーや会員の皆様が初対面の私に温かい笑顔と優しい言葉を掛けて頂いたことでとても助かりました。例
会や学友会に参加することで奉仕と世界平和を守ることを意識するようになりました。いつも皆様の援助と笑顔と厚
意に心から感謝しています。

●「米山月間に因んで」菊池敏地区米山記念奨学会総括委員長
　　いつも米山記念奨学会へのご理解とご寄付を賜りまして心より感謝申し上げます。今年、ロータリー米山記念奨学会
は財団設立50周年を迎えました。世界各地から留学生を受け入れ、支援し、友情を育むことで世界平和を実現するた
めの事業です。当地区でも2017年度は28名の奨学生を預かっていますが、その中でも水戸南RC奨学生の章琳さんは
優秀で人柄も良く奨学生達のリーダー的存在で頑張っています。第2820地区は個人平均寄付額が全国で４番目に多く
これからも多数の奨学生の受け入れを行っていくことになると思います。保延ガバナーの指針としましても個人寄付
25,000円を目標としておりますので、引き続き皆様のご支援ご協力を宜しくお願い致します。

（ロータリーの友10月号P７～P13を参考にご覧下さい）

～会員増強・新クラブ結成推進月間によせて～

　Entry（登録・応募）ではなくNominate（指名・推
薦）がロータリーの発想です。ロータリアンの「会員増
強」を簡潔に表現すれば、迎え入れるに相応しい仲間
（友達）を増やすことです。つまり「奉仕の理想」の旗
のもと、ロータリーの諸活動に積極的に参加する仲間を
増やすことです。ロータリー入会に際し、綱領や理念に
賛同して加入する人は皆無です。勧誘した会員の人物人
柄、クラブのイメージやブランド＝既存会員の名簿及び
人数、例会のプログラムや雰囲気、負担すべき費用や時
間等が重要な選択基準です。外側から見て、魅力的な
ロータリークラブか否かが鍵で、クラブに魅力が無いと
人は集まりません。
　残念ながら入会して２～３年で退会する会員が多いの
も事実で、新会員に対してロータリーの理解を深める機
会や機能が充分でないとの指摘があります。我が水戸南
RCでは、1-3奉仕研究会がその役割を果たし、フォ
ローアップ体制が確立しています。しかし地区内には
「ロータリー情報委員会」が無いクラブも多く、ロータ
リー情報の強化策が緊急課題です。
　「ロータリー情報」については、１）ロータリーの綱
領、原則および発展と四大奉仕部門に関する会員の理解
を育むこと。２）ロータリアンひとりひとりがロータ
リーの理想に自ら献身し、奉仕することにより責任感と
理解を養うこと（2004年版手続要覧）と記されていま
す。「ロータリー情報」とはRotary Informationではな
くRotary Philosophyすなわちロータリー哲学と捉え、
ロータリーの理念や考え方、と訳す方が解かり易いと思
います。『ロータリーの友』誌で例えると、横組みが
Rotary Informationで、縦組みがRotary Philosophyで
す。各クラブのロータリー情報委員会の使命は、ロータ
リーに関する「知識」ではなく、「奉仕の理想」を中核
とするロータリーの「考え方」を会員に提供し、その理
解を深めることです。ロータリーは多様性を尊重する
故、ロータリーとの関わり方についても、会員の意思を

尊重し余計な嘴は挟みません。それ故に会員ひとりひ
とりのロータリアンとしての資質・能力の開発は、
個々の判断に委ねられます。
　会員個々のロータリー情報強化に向けて、私のアドバ
イスは
①100％出席会員を目指そう！
②My Rotaryにアカウント登録し、ロータリー情報を入
手しよう！
③『ロータリーの友』を愛読し、奉仕活動やロータリー
について学ぼう！　　　　　　　　　　　　　です。
　私見ですが、『ロータリーの友』が、あまり読まれて
いないのは、難しいからです。編集部の想定する読者像
はハイレベルで、ロータリーをしっかりと学んで、記事
を読み熟すよう求めています。とりわけ縦組の「友愛の
広場」には日本全国のロータリアンの思いや意見が多
数掲載されています。毎号タイトルには必ず目を通し
て、興味のある記事だけでもお読み下さい。
　保延輝文ガバナーの地区スローガンは「未来へチャレ
ンジ」です。新しいことに情熱を持って、前を向いて挑
戦していこう！です。昨年度は白戸仲久ガバナーの肝い
りで地区にロータリー情報委員会が復活し、全クラブで
会員満足度アンケート調査を実施しました。これを踏
まえクラブの地域社会での存在意義の再確認と改善す
べき課題を議論し、３年程度の中期計画を策定しまし
た。今年度はこれを検証し、効果的な戦略計画を立
案・実施するクラブを増やすと、保延ガバナーは強調
しています。クラブの強化・活性化が魅力的なロータ
リークラブ創りに繋がり、会員数の増加という好循環
を生み出す原動力となります。併せて公共イメージと
認知度の向上も優先項目です。公共イメージは高める
ものではなく、高まるものです。多彩なメディア等へ
の発信も大切ですが、我々ロータリアンひとりひとり
が広告塔だと自覚し、自分自身と職業を磨く事が肝要
だと考えます。

井澤　卓司

地区クラブ奉仕総括委員長

ロータリーの時間及び米山奨学金の授与　章琳さん

韓国清州西原RC交流会報告　中本姉妹・友好クラブ交流委員長
「水戸南RC創立45周年記念式典の案内状をお渡ししてま
いりました」

雑誌の時間　小川雑誌委員長
「米山財団設立50周年、ロータリー財団100周年の記事が
掲載されています」

本日の昼食

卓話「米山月間に因んで」菊池敏地区米山記念奨学会総括委員長　

10月６日㈮　第１例会
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過去の卓話（８月）

●「ロータリーの時間」米山奨学生　章琳さん
　早いもので奨学生となって早半年が過ぎました。当初は皆様が企業の偉い方と伺っていてとても怖いイメージでした
が、カウンセラーや会員の皆様が初対面の私に温かい笑顔と優しい言葉を掛けて頂いたことでとても助かりました。例
会や学友会に参加することで奉仕と世界平和を守ることを意識するようになりました。いつも皆様の援助と笑顔と厚
意に心から感謝しています。

●「米山月間に因んで」菊池敏地区米山記念奨学会総括委員長
　　いつも米山記念奨学会へのご理解とご寄付を賜りまして心より感謝申し上げます。今年、ロータリー米山記念奨学会
は財団設立50周年を迎えました。世界各地から留学生を受け入れ、支援し、友情を育むことで世界平和を実現するた
めの事業です。当地区でも2017年度は28名の奨学生を預かっていますが、その中でも水戸南RC奨学生の章琳さんは
優秀で人柄も良く奨学生達のリーダー的存在で頑張っています。第2820地区は個人平均寄付額が全国で４番目に多く
これからも多数の奨学生の受け入れを行っていくことになると思います。保延ガバナーの指針としましても個人寄付
25,000円を目標としておりますので、引き続き皆様のご支援ご協力を宜しくお願い致します。

（ロータリーの友10月号P７～P13を参考にご覧下さい）

～会員増強・新クラブ結成推進月間によせて～

　Entry（登録・応募）ではなくNominate（指名・推
薦）がロータリーの発想です。ロータリアンの「会員増
強」を簡潔に表現すれば、迎え入れるに相応しい仲間
（友達）を増やすことです。つまり「奉仕の理想」の旗
のもと、ロータリーの諸活動に積極的に参加する仲間を
増やすことです。ロータリー入会に際し、綱領や理念に
賛同して加入する人は皆無です。勧誘した会員の人物人
柄、クラブのイメージやブランド＝既存会員の名簿及び
人数、例会のプログラムや雰囲気、負担すべき費用や時
間等が重要な選択基準です。外側から見て、魅力的な
ロータリークラブか否かが鍵で、クラブに魅力が無いと
人は集まりません。
　残念ながら入会して２～３年で退会する会員が多いの
も事実で、新会員に対してロータリーの理解を深める機
会や機能が充分でないとの指摘があります。我が水戸南
RCでは、1-3奉仕研究会がその役割を果たし、フォ
ローアップ体制が確立しています。しかし地区内には
「ロータリー情報委員会」が無いクラブも多く、ロータ
リー情報の強化策が緊急課題です。
　「ロータリー情報」については、１）ロータリーの綱
領、原則および発展と四大奉仕部門に関する会員の理解
を育むこと。２）ロータリアンひとりひとりがロータ
リーの理想に自ら献身し、奉仕することにより責任感と
理解を養うこと（2004年版手続要覧）と記されていま
す。「ロータリー情報」とはRotary Informationではな
くRotary Philosophyすなわちロータリー哲学と捉え、
ロータリーの理念や考え方、と訳す方が解かり易いと思
います。『ロータリーの友』誌で例えると、横組みが
Rotary Informationで、縦組みがRotary Philosophyで
す。各クラブのロータリー情報委員会の使命は、ロータ
リーに関する「知識」ではなく、「奉仕の理想」を中核
とするロータリーの「考え方」を会員に提供し、その理
解を深めることです。ロータリーは多様性を尊重する
故、ロータリーとの関わり方についても、会員の意思を

尊重し余計な嘴は挟みません。それ故に会員ひとりひ
とりのロータリアンとしての資質・能力の開発は、
個々の判断に委ねられます。
　会員個々のロータリー情報強化に向けて、私のアドバ
イスは
①100％出席会員を目指そう！
②My Rotaryにアカウント登録し、ロータリー情報を入
手しよう！
③『ロータリーの友』を愛読し、奉仕活動やロータリー
について学ぼう！　　　　　　　　　　　　　です。
　私見ですが、『ロータリーの友』が、あまり読まれて
いないのは、難しいからです。編集部の想定する読者像
はハイレベルで、ロータリーをしっかりと学んで、記事
を読み熟すよう求めています。とりわけ縦組の「友愛の
広場」には日本全国のロータリアンの思いや意見が多
数掲載されています。毎号タイトルには必ず目を通し
て、興味のある記事だけでもお読み下さい。
　保延輝文ガバナーの地区スローガンは「未来へチャレ
ンジ」です。新しいことに情熱を持って、前を向いて挑
戦していこう！です。昨年度は白戸仲久ガバナーの肝い
りで地区にロータリー情報委員会が復活し、全クラブで
会員満足度アンケート調査を実施しました。これを踏
まえクラブの地域社会での存在意義の再確認と改善す
べき課題を議論し、３年程度の中期計画を策定しまし
た。今年度はこれを検証し、効果的な戦略計画を立
案・実施するクラブを増やすと、保延ガバナーは強調
しています。クラブの強化・活性化が魅力的なロータ
リークラブ創りに繋がり、会員数の増加という好循環
を生み出す原動力となります。併せて公共イメージと
認知度の向上も優先項目です。公共イメージは高める
ものではなく、高まるものです。多彩なメディア等へ
の発信も大切ですが、我々ロータリアンひとりひとり
が広告塔だと自覚し、自分自身と職業を磨く事が肝要
だと考えます。

井澤　卓司

地区クラブ奉仕総括委員長



ロータリーの時間及び米山奨学金の授与　章琳さん

韓国清州西原RC交流会報告　中本姉妹・友好クラブ交流委員長
「水戸南RC創立45周年記念式典の案内状をお渡ししてま
いりました」

雑誌の時間　小川雑誌委員長
「米山財団設立50周年、ロータリー財団100周年の記事が
掲載されています」

本日の昼食

卓話「米山月間に因んで」菊池敏地区米山記念奨学会総括委員長　

10月６日㈮　第１例会
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過去の卓話（８月）

●「ロータリーの時間」米山奨学生　章琳さん
　早いもので奨学生となって早半年が過ぎました。当初は皆様が企業の偉い方と伺っていてとても怖いイメージでした
が、カウンセラーや会員の皆様が初対面の私に温かい笑顔と優しい言葉を掛けて頂いたことでとても助かりました。例
会や学友会に参加することで奉仕と世界平和を守ることを意識するようになりました。いつも皆様の援助と笑顔と厚
意に心から感謝しています。

●「米山月間に因んで」菊池敏地区米山記念奨学会総括委員長
　　いつも米山記念奨学会へのご理解とご寄付を賜りまして心より感謝申し上げます。今年、ロータリー米山記念奨学会
は財団設立50周年を迎えました。世界各地から留学生を受け入れ、支援し、友情を育むことで世界平和を実現するた
めの事業です。当地区でも2017年度は28名の奨学生を預かっていますが、その中でも水戸南RC奨学生の章琳さんは
優秀で人柄も良く奨学生達のリーダー的存在で頑張っています。第2820地区は個人平均寄付額が全国で４番目に多く
これからも多数の奨学生の受け入れを行っていくことになると思います。保延ガバナーの指針としましても個人寄付
25,000円を目標としておりますので、引き続き皆様のご支援ご協力を宜しくお願い致します。

（ロータリーの友10月号P７～P13を参考にご覧下さい）

～会員増強・新クラブ結成推進月間によせて～

　Entry（登録・応募）ではなくNominate（指名・推
薦）がロータリーの発想です。ロータリアンの「会員増
強」を簡潔に表現すれば、迎え入れるに相応しい仲間
（友達）を増やすことです。つまり「奉仕の理想」の旗
のもと、ロータリーの諸活動に積極的に参加する仲間を
増やすことです。ロータリー入会に際し、綱領や理念に
賛同して加入する人は皆無です。勧誘した会員の人物人
柄、クラブのイメージやブランド＝既存会員の名簿及び
人数、例会のプログラムや雰囲気、負担すべき費用や時
間等が重要な選択基準です。外側から見て、魅力的な
ロータリークラブか否かが鍵で、クラブに魅力が無いと
人は集まりません。
　残念ながら入会して２～３年で退会する会員が多いの
も事実で、新会員に対してロータリーの理解を深める機
会や機能が充分でないとの指摘があります。我が水戸南
RCでは、1-3奉仕研究会がその役割を果たし、フォ
ローアップ体制が確立しています。しかし地区内には
「ロータリー情報委員会」が無いクラブも多く、ロータ
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千波小学校へ寄贈した緞帳（10月６日撮影）
１年生と父兄が参加しての親子教室が開催されていました。
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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

髙橋賢吾ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
所在地：〒310-0026 水戸市泉町3-1-28 第二中央ビル５階
連絡先：TEL.029-350-2700　FAX.029-350-2701
　　　　E-mail 18-19@rid2820.jp
執務時間：平日10:00～17:00 ※土・日・祝祭日休業

創立45周年記念式典実行委員会（記念事業）が開催されました。
日　時：10月３日㈫　18:30～
場　所：ビオ ハーヴェスト・和ダイニング
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（９名）
髙野　賢、志村　保、及川　譲、斎藤孝夫、松本隆史、
島根昌明、一毛裕之、水越光男、兼子充裕

創立45周年記念式典実行委員会（海外接待）が開催されました。
日　時：10月３日㈫　18:30～
場　所：居酒屋でん助
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（８名）
鈴木憲一、川﨑紀子、中本邦彦、奈良早苗、橋本　哲、
石井邦明、石川啓司、金澤一史

創立45周年記念式典実行委員会（全体）が開催されます。
日　時：10月16日㈪　18:30～
場　所：中川楼　TEL.029-231-3318

水戸市内RC例会場変更
水戸さくらRC…10月16日㈪　11:45～

於 水戸市こども発達支援センター
すくすく・みと

水　戸　東RC…10月19日㈭⇒10月15日㈰　12:00～
　　　　　　於 茨城大学
（茨城大学留学生との心の交流会の為）

次回例会日程
日　時：10月20日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「水戸出身の起業家が語るベンチャーと水戸への貢献

～水戸ど真ん中再生プロジェクトが目指すもの～」
グロービス経営大学院 学長　堀　義人氏
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10月第２例会プログラム
2017年10月13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. ロータリーの時間

 松本隆史創立45周年記念式典実行委員長
 5. 千波小学校緞帳贈呈式並びに感謝状授与

 高橋　靖水戸市長
 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. 卓話「イニシエーションスピーチ」

 松本幸雄会員、川﨑篤之会員
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

■米山BOX（10月６日（金）扱）
菊池　敏地区米山記念奨学会総括委員長（水戸東RC）

…………米山功労者として献金　10,000円
（米山記念奨学献金の寄付を今後共、宜しくお願い致します。）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計960,000円）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計870,000円）
市毛純一会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計660,000円）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計650,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計410,000円）
水越光男会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計310,000円）
河野正政会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計250,000円）
島根昌明会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
深谷　智会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計220,000円）
菊池秀機会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計190,000円）
米川幸喜会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計180,000円）
赤岩賢二会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計150,000円）
奈良早苗会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計150,000円）
石井浩一会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）
宇留野秀一会員…準米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 90,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 50,000円）
根本直哉会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　18件　　　180,000円

長谷川國雄会員…

谷島孝明会員……

櫻井盛二会員……

久保田啓藏会員…

塩沢富夫会員……

粂田信行会員……
川﨑紀子会員……

宇留野秀一会員…

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（10月６日（金）扱）
清州西原RC交流会へ参加して、創立45周年記念
式典の来水を依頼して来ました。
地区米山記念奨学会総括委員長の菊池様、本日の
卓話宜しくお願い致します。
地区米山記念奨学会総括委員長の菊池様、本日は
宜しくお願い致します。
先月のおひさま食堂に孫と一緒に参加いたしまし
た。ラーメンが美味しかったです。
地区米山記念奨学会総括委員長の菊池様、卓話楽
しみです。
寒くなりました。健康第一。
地区米山記念奨学会総括委員長の菊池様、本日の
卓話宜しくお願い致します。
第２～第３例会は出張で休みます。宜しくお願い
します。
トロント国際大会の渡航プランは来年６月22日
㈮～26日㈫を軸に企画中です。是非、国際大会
登録をお願いします。

10月第１例会 10月６日㈮

前　週訂正出席率68.75％
前々週訂正出席率69.15％99名 52名 47名 56.52％10月第１例会（10月６日）

出席状況

ミートボールのバネとカレー・ライス
秋野菜パリジェンヌを添えて

季節のサラダ

コーヒー又は紅茶

会食メニュー

4－Vol.45  No13（第2126）

Vol.45  No13（第2126）－１ 2017年（平成29年）10月13日（金）

地区米山記念奨学会総括委員長　菊池　敏 氏（水戸東RC）
米山奨学生　章　琳 さん

■ゲスト

水戸西RC　小倉克夫会員　平戸妙子会員
■ビジター

この計　　　９件　　　32,000円

■財団BOX（10月６日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第６回）

$100　11,200円（累計$13,600）

この計　　　１件　　　$100　　　11,200円

■会員メークアップ
 9 /28　笠間RC　　太田聖史
10/２　北海道2500REC　　野口英壽
10/５　水戸東RC　川﨑篤之


