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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

11月17日㈮ 第５回戦略計画会議参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（13名）
長谷川國雄、井澤卓司、綿引甚介、水越光男、鈴木憲一、
小路　實、兼子充裕、川﨑紀子、深谷　智、笹館康男、
市毛純一、塩沢富夫、松本隆史

１

11月17日㈮ 合同情報集会（出席・親睦活動・会報委員会）参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（23名）
水越光男、兼子充裕、長谷川國雄、松本隆史、
根本　次、水口二良、鈴木憲一、井澤卓司、
小路　實、笹館康男、塩沢富夫、大金　誠、
深谷　智、櫻井盛ニ、橋本　哲、亀山義孝、
米川幸喜、斎藤孝夫、赤岩賢二、桑名武之、
小泉正史、岡村太郎、根本直哉

11月18日㈯・19日㈰ 第２回SRGコンペ参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　 （９名）
松本隆史、塩沢富夫、小路　實、久保田啓藏、
鈴木憲一、米田英雄、米川幸喜、廣澤一浩、
谷島孝明

第６回定例理事会が開催されます。
日　時：11月27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６RC会長幹事会が開催されます。
日　時：11月30日㈭　18:30～
場　所：山口楼本店　水戸市大工町1-5-20
出席者：水越光男会長、兼子充裕幹事

次回例会日程
日　時：12月１日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：年次総会　・2018-2019年度理事役員選出
　　　　　　　　　・「戦略計画（案）」について

卓話「疾病予防と治療月間に因んで」
山崎清司パストガバナー（古河東RC）
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■財団BOX（11月17日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第７回）

$100　11,400円（累計$13,700）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第４回）

$100　11,400円（累計 $9,400）
井澤卓司会員……財団の友献金（第９回）

$100　11,400円（累計 $5,900）
石川啓司会員……財団の友献金　ポリオプラス（第３回）

　$100　11,400円（累計 $5,300）
米田英雄会員……財団の友献金（第６回）

$100　11,400円（累計 $3,600）
二川隆司会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,400円（累計 $400）

この計　　　６件　　　$600　　　68,400円

■米山BOX（11月17日（金）扱）
川上正一会員…米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計280,000円）

この計　　　１件　　　10,000円

内藤　学会員（水戸RC）
　　　　　　……
久保田啓藏会員…

深谷　智会員……

原口一吉会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（11月17日（金）扱）

メークアップ出席でお世話になります。
故 金澤一史さんのご生前のお姿を偲び、心よりご
冥福をお祈りいたします。
故 金澤一史さん、有難うございました。安らかに
お休み下さい。
全てのことに感謝します。
明日は午前中に校友そば打ち体験です。午後から
恵比寿で昔のクラブ活動OBとOGが集ってのグ
ループ展と合同コンパです。

水戸RC　内藤　学会員
■ビジター

この計　　　５件　　　13,000円

■会員メークアップ
11/９　笠間RC　　太田聖史
11/16　笠間RC　　太田聖史
11/16　北海道2500REC　　　　　工藤貴正
11/16　東京ピースウィングREC　　工藤貴正

11月第４例会プログラム
2017年11月24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

 井澤卓司ロータリー情報委員長
 5. 親睦の時間「11月誕生祝」 親睦活動委員会

14日 河野正政　　16日 中本邦彦
19日 柏　　茂　　21日 上野義哉
24日 天　茂彦　　27日 二川隆司
28日 川上正一

 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. クラブ懇談会 乾杯 水越光男会長
 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

11月第３例会　11月17日㈮

前　週訂正出席率67.37％
前々週訂正出席率70.83％99名 58名 41名 63.04％11月第３例会（11月17日）

出席状況
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●出席・親睦活動・会報委員会合同情報集会／大金会員歯学博士学位取得のお祝い
　11月17日㈮、合同情報集会が開催されました。野球部主催、大金誠総監督の歯学博士学位取得のお祝いの
会も盛大に催されました。年代の垣根を越えて和やかに楽しく開催されました。皆さんやっぱりロータリーが
大好きです！



米山功労者感謝状伝達　粂田信行会員、石川啓司会員、水越光男会員マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達　水越光男会員　

金澤会員の指定席で写真を囲んでロータリーの時間｢故 金澤一史会員を偲んで｣　兼子充裕会員

委員会グループ毎に着席 水越会長による点鐘

会務報告　各委員会からの報告

●卓話「イニシエーションスピーチ」神代学光会員
常陽銀行千波支店に着任されて水戸南RCの一員になら
れてはや半年になります。神代会員は昭和39年生まれ
の53歳。ご出身は石岡市でご家族は奥様とお子様３人
の５人家族です。ちなみに奥様とは職場結婚で子育て中
は休職されていましたが、現在は窓口業務に復職されて
いるそうです。神代会員のもっぱらの悩みは「趣味は何
ですか？」と聞かれて困ることだそうです。お子様が小
さい時はバレーボールや野球のコーチなど、子育てが一
段落してからはゴルフに打ち込まれたようですが現在は
すっかり熱も冷めてしまったそうです。水戸南RCには
野球部もゴルフ部もありますのでこれからは是非みんな
と一緒に楽しみながらプレーしましょう。お待ちしてい
ます！

●「My Rotaryについて」宇留野秀一プログラム委員長
　RIでは時代の流れに沿った情報発信ツールとしての
My Rotaryの普及促進に力を入れています。My Rotary
には会員向けの情報や様々なツールが盛り込まれてお
り、例えばRI会長の略歴や今年度テーマ、各種資料のダ
ウンロード、国際大会への登録などあらゆるロータリー
活動に必要な内容が網羅されています。まずはロータ
リー会員の皆様にMy Rotaryへの登録をお願い致します。

11月第３例会　11月17日㈮
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内　容：年次総会　・2018-2019年度理事役員選出
　　　　　　　　　・「戦略計画（案）」について

卓話「疾病予防と治療月間に因んで」
山崎清司パストガバナー（古河東RC）

２

３

４

５

６

■財団BOX（11月17日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第７回）

$100　11,400円（累計$13,700）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第４回）

$100　11,400円（累計 $9,400）
井澤卓司会員……財団の友献金（第９回）

$100　11,400円（累計 $5,900）
石川啓司会員……財団の友献金　ポリオプラス（第３回）

　$100　11,400円（累計 $5,300）
米田英雄会員……財団の友献金（第６回）

$100　11,400円（累計 $3,600）
二川隆司会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,400円（累計 $400）

この計　　　６件　　　$600　　　68,400円

■米山BOX（11月17日（金）扱）
川上正一会員…米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計280,000円）

この計　　　１件　　　10,000円

内藤　学会員（水戸RC）
　　　　　　……
久保田啓藏会員…

深谷　智会員……

原口一吉会員……
石川啓司会員……

■ニコニコBOX（11月17日（金）扱）

メークアップ出席でお世話になります。
故 金澤一史さんのご生前のお姿を偲び、心よりご
冥福をお祈りいたします。
故 金澤一史さん、有難うございました。安らかに
お休み下さい。
全てのことに感謝します。
明日は午前中に校友そば打ち体験です。午後から
恵比寿で昔のクラブ活動OBとOGが集ってのグ
ループ展と合同コンパです。

水戸RC　内藤　学会員
■ビジター

この計　　　５件　　　13,000円

■会員メークアップ
11/９　笠間RC　　太田聖史
11/16　笠間RC　　太田聖史
11/16　北海道2500REC　　　　　工藤貴正
11/16　東京ピースウィングREC　　工藤貴正

11月第４例会プログラム
2017年11月24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

 井澤卓司ロータリー情報委員長
 5. 親睦の時間「11月誕生祝」 親睦活動委員会

14日 河野正政　　16日 中本邦彦
19日 柏　　茂　　21日 上野義哉
24日 天　茂彦　　27日 二川隆司
28日 川上正一

 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. クラブ懇談会 乾杯 水越光男会長
 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

11月第３例会　11月17日㈮

前　週訂正出席率67.37％
前々週訂正出席率70.83％99名 58名 41名 63.04％11月第３例会（11月17日）

出席状況
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●出席・親睦活動・会報委員会合同情報集会／大金会員歯学博士学位取得のお祝い
　11月17日㈮、合同情報集会が開催されました。野球部主催、大金誠総監督の歯学博士学位取得のお祝いの
会も盛大に催されました。年代の垣根を越えて和やかに楽しく開催されました。皆さんやっぱりロータリーが
大好きです！


