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10月13日㈮ 戦略計画会議参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　（11名）
長谷川國雄、井澤　卓司、綿引　甚介、水越　光男、
小路　　實、兼子　充裕、深谷　　智、市毛　純一、
笹館　康男、島根　昌明、川﨑　紀子
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10月16日㈪ 創立45周年記念式典実行委員会（全体）参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　 （26名）
松本　隆史、市毛　純一、塩沢　富夫、水越　光男、
兼子　充裕、島根　昌明、一毛　裕之、宇留野秀一、
人見　光一、米田　英雄、菊池　秀機、川﨑　英輝、
井澤　卓司、武田　　誠、船橋　範行、鈴木　憲一、
川﨑　紀子、石川　啓司、髙野　　賢、志村　　保、
斎藤　孝夫、亀山　義孝、岡村　太郎、根本　直哉、
篠原　　勉、神代　学光

地区親善野球大会が開催されます。
日　時：10月21日㈯　登録8:30～　開会式9:00～
場　所：石岡総合運動公園野球場　石岡市柏原11
　　　　TEL.0299-23-8158

（メークアップ出席となりますので、多数の参加お願いします。）

地区新会員向けオリエンテーションが開催されます。
日　時：10月22日㈰  10:00～16:00
場　所：リリーベール小学校
　　　　水戸市藤が原3-1117-1288　TEL.222-9090
出席者：宇留野秀一会員、岡村太郎会員、金原和美会員

第５回定例理事会が開催されます。
日　時：10月30日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.302-1010
出席者：理事、役員、オブザーバー

（メークアップ出席となりますので、多数の参加お願いします。）

水戸市内RC例会場変更
水　戸RC…10月31日㈫　18:30
　　　　　 於 三の丸ホテル
水戸西RC…10月25日㈬　12:30
　　　　　 於 水戸プラザホテル（ガバナー公式訪問の為）

次回例会日程
日　時：10月27日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：10月誕生祝い、クラブ懇談会
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10月第３例会プログラム
2017年10月20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 石川啓司国際奉仕委員長
 5. 会　食
 6. 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）
 7. 幹事報告
 8. 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

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

■米山BOX（10月13日（金）扱）
笹館康男会員……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10回）

10,000円（累計500,000円）
兼子充裕会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
二川隆司会員……準米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 40,000円）

この計　　　４件　　　40,000円

池田勇夫会員（水戸さくらRC）
　　　　　　……
松本幸雄会員……
川﨑篤之会員……

二川隆司会員……
米川幸喜会員……

市毛純一会員……

粂田信行会員・髙橋伸之会員
　　　　　　……

及川　譲会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（10月13日（金）扱）

日頃、大変お世話になっております。
今日もお世話になります。
本日は、お話をさせて頂く機会を頂きまして有難
うございます。
寒くなりました。
松本幸雄さん、川﨑篤之さん、イニシエーション
スピーチ宜しくお願いします。楽しみにしており
ます。
高橋靖市長、ようこそ当クラブへお越し下さいま
した。

松本幸雄さん、川﨑篤之さん、イニシエーション
スピーチ楽しみにしています。
青少年奉仕委員長の及川ですが、来年２月12日
にミニバスケットボール大会が決まりました。皆
様、宜しくお願い致します。
水戸市消防本部から頂戴いたしました10トンの
タンク車（消防自動車）の名義を水戸南RC会長
名義に変更する為、陸運事務所へ行って来ます。

10月第２例会　10月13日㈮

前　週訂正出席率65.26％
前々週訂正出席率75.00％99名 47名 52名 51.09％10月第２例会（10月13日）

出席状況
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水戸市長　高橋　靖 氏
水戸市役所教育委員会　学校施設課　塙　敏之 氏

鈴木敦子 氏
市長公室秘書課　武井俊夫 氏
茨城新聞社　水戸支社営業部　湯浅奈実 氏

■ゲスト

水戸さくらRC　池田勇夫会員
■ビジター

この計　　　10件　　　36,000円

　目標金額にはまだ達しておりませんので、例
会にて特別寄付をされていない会員はご献金を
お願いいたします。
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　公益財団ロータリー米山記念奨学会は2017
年７月に、財団設立50周年を迎えました。
　1952年に東京ロータリークラブが始めたこ
の事業は、瞬く間に日本全国へ広がり、1957
年には、財団法人を前提とする全国組織、
「ロータリー米山奨学委員会」が結成されまし
た。以来50年、日本のロータリーや学友が思
いを繋いでいます。財団法人設立当時、年間
59人だった奨学生数は、今では約800人累計
19,810人となりました。「平和日本を世界
へ」当初のロータリアンたちの願いは、半世
紀の時を経て少しずつ花となり、実となって
います。
　世界米山学友による感謝in熊本は、８月26
日㈯に開催されました。財団設立50周年記念
式典は、2018年２月４日㈰に、グランドニッ
コー東京台場にて開催されます。
　そのほか、記念誌、記念DVD、記念グッズ
（ネクタイ・スカーフ）も販売しております。

今月は米山月間です



ロータリーの時間
島根会員による、創立45周年記念式典の説明

高橋水戸市長の挨拶

高橋市長へ目録の贈呈と感謝状をいただきました。

第２回実行委員会の資料

懇親会の様子

第２回実行委員会の様子

イニシエーションスピーチ

イニシエーションスピーチ

　私の生まれは福島県会津若松市です。就職は神奈
川県の日本ビクターで、ビデオテープの開発を担当
しました。20年間勤務後、生涯現役を目指して経
営コンサルタントとして独立しました。当初は経営
に関することは何でもできるアピールをしたとこ
ろ、顧問先ができませんでした。しかし、専門分野
に特化したところ、何とか経営を軌道にのせること
ができました。
　また、個人的には、音楽家の妻と結婚して二人の
子供を設けましたが、長男の不登校がきっかけで妻

の苦労を支える事ができず、結局離婚する事になり
ました。会社でも当初は事務の女子社員が短期間で
辞める事が続きました。人の気持ち、特に女心がわ
からなかったのですね。
　公私の失敗を通じて、またコンサルティングで
500社以上の顧問先を訪問して学んだ事は、人生
と会社の経営は自分の常識だけでは失敗することが
あり、「人を幸せにする正しい法則」を学んで実行
することが、最善の方法だと強く実感したことでし
た。

松本　幸雄 会員

　３月11日の震災をきっかけに、議員バッチを外
してから６年半が経過しました。その間、グロービ
ス経営大学院の堀義人学長の下で日本版ダボス会議
「G1サミット」や「グロービス水戸キャンパス」
の創設、「茨城ロボッツ」「水戸ど真ん中再生プロ
ジェクト」などに携わり、東京―水戸の通勤生活
を続けてきました。そして今年、仕事の軸足が水
戸に徐々に移りつつあり、ロータリーに参加をさ
せていただくこととなりました。
　最もやりたいことは地方からニッポンを元気にし
ていくこと、地方創生のモデルを水戸に作ること。
これは昔からずっと変わっていません。しかし、政

治のアプローチではないところにひとつの道、自分
のやるべきことを見つけることが出来たと思ってい
ます。たとえば、この秋開設した南町の「M-SPO」
はその事例です。すべては、これまでにいただい
たたくさんの縁が結節した、結果だと思っていま
す。
　今回のスピーチでは、僕自身の今に大きく影響を
与えている３人の人との話を軸に、今考えている水
戸を元気にする方法、そして、水戸のすごいと思っ
ている部分を時間の許す限りお話をさせていただき
たいと思います。

川﨑　篤之 会員

10月第２例会　10月13日㈮
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10月第２例会　10月13日㈮

●創立45周年記念式典　第２回実行委員会
　　平成29年10月16日㈪、中川楼において水戸南RC創立45周年記念式典実行委員会が開催され、各委員会から進捗状
況の報告と確認がなされました。着々と準備が整っています。
　次回、第３回実行委員会は12月20日㈬の予定です。

●水戸市立千波小学校緞帳贈呈式並びに感謝状授与
　　高橋靖水戸市長にお越し頂き、先般無事に設置が完了しました水戸市立千波小学校体育館緞帳の贈呈式並びに感謝状
授与が行われました。高橋市長からは毎年継続して行われております水戸南ロータリークラブの社会奉仕活動に対する
感謝の言葉を頂きました。
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　　高橋靖水戸市長にお越し頂き、先般無事に設置が完了しました水戸市立千波小学校体育館緞帳の贈呈式並びに感謝状
授与が行われました。高橋市長からは毎年継続して行われております水戸南ロータリークラブの社会奉仕活動に対する
感謝の言葉を頂きました。

ロータリーの時間
島根会員による、創立45周年記念式典の説明

高橋水戸市長の挨拶

高橋市長へ目録の贈呈と感謝状をいただきました。

第２回実行委員会の資料

懇親会の様子

第２回実行委員会の様子

イニシエーションスピーチ

イニシエーションスピーチ

　私の生まれは福島県会津若松市です。就職は神奈
川県の日本ビクターで、ビデオテープの開発を担当
しました。20年間勤務後、生涯現役を目指して経
営コンサルタントとして独立しました。当初は経営
に関することは何でもできるアピールをしたとこ
ろ、顧問先ができませんでした。しかし、専門分野
に特化したところ、何とか経営を軌道にのせること
ができました。
　また、個人的には、音楽家の妻と結婚して二人の
子供を設けましたが、長男の不登校がきっかけで妻

の苦労を支える事ができず、結局離婚する事になり
ました。会社でも当初は事務の女子社員が短期間で
辞める事が続きました。人の気持ち、特に女心がわ
からなかったのですね。
　公私の失敗を通じて、またコンサルティングで
500社以上の顧問先を訪問して学んだ事は、人生
と会社の経営は自分の常識だけでは失敗することが
あり、「人を幸せにする正しい法則」を学んで実行
することが、最善の方法だと強く実感したことでし
た。

松本　幸雄 会員

　３月11日の震災をきっかけに、議員バッチを外
してから６年半が経過しました。その間、グロービ
ス経営大学院の堀義人学長の下で日本版ダボス会議
「G1サミット」や「グロービス水戸キャンパス」
の創設、「茨城ロボッツ」「水戸ど真ん中再生プロ
ジェクト」などに携わり、東京―水戸の通勤生活
を続けてきました。そして今年、仕事の軸足が水
戸に徐々に移りつつあり、ロータリーに参加をさ
せていただくこととなりました。
　最もやりたいことは地方からニッポンを元気にし
ていくこと、地方創生のモデルを水戸に作ること。
これは昔からずっと変わっていません。しかし、政

治のアプローチではないところにひとつの道、自分
のやるべきことを見つけることが出来たと思ってい
ます。たとえば、この秋開設した南町の「M-SPO」
はその事例です。すべては、これまでにいただい
たたくさんの縁が結節した、結果だと思っていま
す。
　今回のスピーチでは、僕自身の今に大きく影響を
与えている３人の人との話を軸に、今考えている水
戸を元気にする方法、そして、水戸のすごいと思っ
ている部分を時間の許す限りお話をさせていただき
たいと思います。

川﨑　篤之 会員

10月第２例会　10月13日㈮
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●創立45周年記念式典　第２回実行委員会
　　平成29年10月16日㈪、中川楼において水戸南RC創立45周年記念式典実行委員会が開催され、各委員会から進捗状
況の報告と確認がなされました。着々と準備が整っています。
　次回、第３回実行委員会は12月20日㈬の予定です。

●水戸市立千波小学校緞帳贈呈式並びに感謝状授与
　　高橋靖水戸市長にお越し頂き、先般無事に設置が完了しました水戸市立千波小学校体育館緞帳の贈呈式並びに感謝状
授与が行われました。高橋市長からは毎年継続して行われております水戸南ロータリークラブの社会奉仕活動に対する
感謝の言葉を頂きました。
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経済と地域社会の発展月間／米山月間

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

サクサク サラダ
ぷるぷりチキンとふわふわ卵のトロミスープ
細切りビーフのオイスターソース炒め

陳さんの麻婆豆腐
白飯・ザーサイ

フルーツ入り杏仁豆腐
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10月13日㈮ 戦略計画会議参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　（11名）
長谷川國雄、井澤　卓司、綿引　甚介、水越　光男、
小路　　實、兼子　充裕、深谷　　智、市毛　純一、
笹館　康男、島根　昌明、川﨑　紀子

１

10月16日㈪ 創立45周年記念式典実行委員会（全体）参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　 （26名）
松本　隆史、市毛　純一、塩沢　富夫、水越　光男、
兼子　充裕、島根　昌明、一毛　裕之、宇留野秀一、
人見　光一、米田　英雄、菊池　秀機、川﨑　英輝、
井澤　卓司、武田　　誠、船橋　範行、鈴木　憲一、
川﨑　紀子、石川　啓司、髙野　　賢、志村　　保、
斎藤　孝夫、亀山　義孝、岡村　太郎、根本　直哉、
篠原　　勉、神代　学光

地区親善野球大会が開催されます。
日　時：10月21日㈯　登録8:30～　開会式9:00～
場　所：石岡総合運動公園野球場　石岡市柏原11
　　　　TEL.0299-23-8158

（メークアップ出席となりますので、多数の参加お願いします。）

地区新会員向けオリエンテーションが開催されます。
日　時：10月22日㈰  10:00～16:00
場　所：リリーベール小学校
　　　　水戸市藤が原3-1117-1288　TEL.222-9090
出席者：宇留野秀一会員、岡村太郎会員、金原和美会員

第５回定例理事会が開催されます。
日　時：10月30日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.302-1010
出席者：理事、役員、オブザーバー

（メークアップ出席となりますので、多数の参加お願いします。）

水戸市内RC例会場変更
水　戸RC…10月31日㈫　18:30
　　　　　 於 三の丸ホテル
水戸西RC…10月25日㈬　12:30
　　　　　 於 水戸プラザホテル（ガバナー公式訪問の為）

次回例会日程
日　時：10月27日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：10月誕生祝い、クラブ懇談会

２

３

４

５

６

７

10月第３例会プログラム
2017年10月20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 石川啓司国際奉仕委員長
 5. 会　食
 6. 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）
 7. 幹事報告
 8. 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

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

■米山BOX（10月13日（金）扱）
笹館康男会員……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10回）

10,000円（累計500,000円）
兼子充裕会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
二川隆司会員……準米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 40,000円）

この計　　　４件　　　40,000円

池田勇夫会員（水戸さくらRC）
　　　　　　……
松本幸雄会員……
川﨑篤之会員……

二川隆司会員……
米川幸喜会員……

市毛純一会員……

粂田信行会員・髙橋伸之会員
　　　　　　……

及川　譲会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（10月13日（金）扱）

日頃、大変お世話になっております。
今日もお世話になります。
本日は、お話をさせて頂く機会を頂きまして有難
うございます。
寒くなりました。
松本幸雄さん、川﨑篤之さん、イニシエーション
スピーチ宜しくお願いします。楽しみにしており
ます。
高橋靖市長、ようこそ当クラブへお越し下さいま
した。

松本幸雄さん、川﨑篤之さん、イニシエーション
スピーチ楽しみにしています。
青少年奉仕委員長の及川ですが、来年２月12日
にミニバスケットボール大会が決まりました。皆
様、宜しくお願い致します。
水戸市消防本部から頂戴いたしました10トンの
タンク車（消防自動車）の名義を水戸南RC会長
名義に変更する為、陸運事務所へ行って来ます。

10月第２例会　10月13日㈮

前　週訂正出席率65.26％
前々週訂正出席率75.00％99名 47名 52名 51.09％10月第２例会（10月13日）

出席状況
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水戸市長　高橋　靖 氏
水戸市役所教育委員会　学校施設課　塙　敏之 氏

鈴木敦子 氏
市長公室秘書課　武井俊夫 氏
茨城新聞社　水戸支社営業部　湯浅奈実 氏

■ゲスト

水戸さくらRC　池田勇夫会員
■ビジター

この計　　　10件　　　36,000円

　目標金額にはまだ達しておりませんので、例
会にて特別寄付をされていない会員はご献金を
お願いいたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　公益財団ロータリー米山記念奨学会は2017
年７月に、財団設立50周年を迎えました。
　1952年に東京ロータリークラブが始めたこ
の事業は、瞬く間に日本全国へ広がり、1957
年には、財団法人を前提とする全国組織、
「ロータリー米山奨学委員会」が結成されまし
た。以来50年、日本のロータリーや学友が思
いを繋いでいます。財団法人設立当時、年間
59人だった奨学生数は、今では約800人累計
19,810人となりました。「平和日本を世界
へ」当初のロータリアンたちの願いは、半世
紀の時を経て少しずつ花となり、実となって
います。
　世界米山学友による感謝in熊本は、８月26
日㈯に開催されました。財団設立50周年記念
式典は、2018年２月４日㈰に、グランドニッ
コー東京台場にて開催されます。
　そのほか、記念誌、記念DVD、記念グッズ
（ネクタイ・スカーフ）も販売しております。

今月は米山月間です


