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前　週訂正出席率62.64％
前々週訂正出席率72.34％99名 61名 38名 65.59％12月第１例会（12月１日）

出席状況

水戸RC　　石島弘之会員■ビジター

前・地区ロータリー財団総括委員長　
　　　　　　　　　パストガバナー　山崎清司 氏（古河東RC）
2016-2017年度会長　　　　　　　江口達司 氏（古河東RC）

■ゲスト ■財団BOX（12月１日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第８回）

$100　 11,200円（累計$13,800）
長谷川國雄会員…ポール・ハリス・フェロー献金（第３～10、１・２回）

　$1,000　112,000円（累計$11,200）
井澤卓司会員……財団の友献金（第10回）

$100　 11,200円（累計 $6,000）
志村　保会員……財団の友献金（第８回）

$100　 11,200円（累計 $3,800）
及川　譲会員……財団の友献金（第６回）

$100　 11,200円（累計 $3,600）
深谷　智会員……財団の友献金（第５回）

$100　 11,200円（累計 $3,500）
赤岩賢二会員……財団の友献金（第８回）

$100　 11,200円（累計 $2,800）
中川勝義会員……財団の友献金（第５回）

$100　 11,200円（累計 $2,500）
谷島孝明会員……財団の友献金（第５・６回）

$200　 22,400円（累計 $600）
根本直哉会員……財団の友献金（第２回）

$100　 11,200円（累計 $200）

この計　　　10件　　　$2,000　　　224,000円

江口達司会員（古河東RC）
　　　　　　……
水越光男会員……

兼子充裕会員……

長谷川國雄会員…
一毛裕之会員……
川上正一会員……
松本隆史会員……
塩沢富夫会員・米田英雄会員
　　　　　　……
島根昌明会員……

菊池秀機会員……

及川　譲会員……

髙橋伸之会員……

船橋範行会員……
鈴木由紀子会員…
神代学光会員……
石川啓司会員……

石井浩一会員……

■ニコニコBOX（12月１日（金）扱）

この計　　　18件　　　56,000円

■会員メークアップ
11/15　日本REC2650　　　水口二良
11/29　水戸西RC　　　　　 水口二良
12/１　北海道2500REC　　工藤貴正
12/２　東京ピースウィングREC　　工藤貴正
12/４　北海道2500REC　　　　　人見光一

■米山BOX（12月１日（金）扱）
深谷　智会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
赤岩賢二会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計160,000円）
久保田規子会員…準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

本日は宜しくお願い致します。
山崎パストガバナー、ようこそおいでいただきまし
た。卓話宜しくお願いします。
山崎清司パストガバナー、ようこそいらっしゃいまし
た。本日の卓話宜しくお願い致します。
山崎パストガバナー宜しくお願いします。
お久しぶりです。
誕生祝い有難うございます。
山崎パストガバナー、ご苦労様です。

山崎パストガバナー、ようこそいらっしゃいました。
山崎パストガバナー、本日の卓話宜しくお願い致し
ます。
山崎パストガバナー、本日はようこそお越し下さい
ました。
２月にミニバスケット水戸南RCの大会を行います
ので、皆様の参加を待っています。
山崎パストガバナー、ようこそ。卓話を楽しみにして
おります。
師走ですね。
フードコーディネーターの試験に受かりました。
今年も残り１ヶ月です。頑張ってまいります。
山崎清司パストガバナー、ようこそおいでいただき
ました。明日は地区国際奉仕セミナーにて水戸南Ｒ
Ｃのタイとの共同奉仕活動（消防自動車・グローバ
ルグラント）について発表します。
来春の入社予定者を確保する事が出来ました。

【訂正とお詫び】
11月第２例会 11月10日㈮週報で、一部記載に誤り
がございましたので訂正し、お詫び申し上げます。

■会員動静
　山本　大会員の事業所移転により、事業所住所・電
話番号・ＦＡＸ番号が変更となりました。自宅住所は
変更ありません。
　【新事業所】水戸市元吉田町1029-7-502

TEL.353-8111　FAX.353-8116

12月７・８日高松西RC訪問例会参加者
日　時：12月８日㈮　12:30～
場　所：JRホテルクレメント高松
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（15名）
長谷川國雄、松本隆史、水越光男、兼子充裕、中本邦彦、
奈良早苗、軍司由佳、高梨博行、谷島孝明、河野正政、
粂田信行、石川啓司、塩沢富夫、久保田啓藏、鈴木憲一

１

創立45周年記念式典実行委員会（接待・祝宴）が開催されました。
日　時：12月12日㈫　18:30～
場　所：ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸　リチェッタ
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（11名）
井澤卓司、武田　誠、水越光男、兼子充裕、
谷島孝明、川澄千亜紀、高梨博行、鈴木憲一、
川﨑紀子、橋本　哲、石川啓司

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：12月20日㈬  18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.302-1010

（メークアップ出席扱いとなります。）

第10回こども食堂（おひさま食堂）が開催されます。
日　時：12月23日㈯　11:30～14:00
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川町2563
集合時間：調理担当者　8:30までに集合
　　　　作業担当者　9:30までに集合

（メークアップ出席扱いとなります。）

第7回定例理事会が開催されます。
日　時：12月25日㈪　18:30～
場　所：Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング

TEL.246-6611
出席者：理事、役員、オブザーバー（メークアップ出席扱いとなります。）

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…12月18日㈪　18:30 於 中川楼（忘年例会の為）

12月25日㈪　12:30
水戸西RC…12月20日㈬　17:30
　　　　　　　　　　　　於 山口楼本店（忘年例会の為）
水　戸RC…12月27日㈬　定款第８条第１節により休会
水戸東RC…12月21日㈭　18:30（忘年家族例会の為）

12月28日㈭　定款第８条第１節により休会
水　戸RC…12月26日㈫　定款第８条第１節により休会

次回例会日程
日　時：12月22日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：「上半期を顧みて」水越光男会長、兼子充裕幹事
※12月29日㈮は、定款第８条第１節により休会と
なります。
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12月第３例会プログラム
2017年12月15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「高松西RC訪問報告」

 水越光男会長
 5. 親睦の時間「12月誕生祝」 親睦活動委員会

 ５日 大森三男　　13日 高柳益美
14日 久保田規子　20日 市毛純一、長洲雅彦
22日 石井邦明　　24日 国本美加
25日 武田　誠、鈴木由紀子、フラギス由美子

 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 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. クラブ忘年会 親睦活動委員会
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

12月第１例会 12月１日（金）
4－Vol.45  No20（第2133）

Vol.45  No20（第2133）－１ 2017年（平成29年）12月15日（金）



2018-2019年度理事・役員選出　承認されました 2018-2019年度理事・役員のみなさん

戦略計画について　兼子充裕幹事 次年度会長挨拶　鈴木憲一会長エレクト 月間卓話　山崎清司パストガバナー（古河東RC）

　常日頃より水戸南RCの皆様には、第2820地区のリ
ーディングクラブとして多岐にわたる奉仕活動や多くの
地区委員を輩出して頂きまして誠にありがとうございま
す。
　今月は、疾病予防と治療月間ということで当地区にお
いて2008-2009廣瀬昭雄ガバナー年度にクラブをあげ
て取り組みました乳幼児死亡率改善プログラムを紹介さ
せて頂きます。
　疾病予防と治療月間とは非伝染性疾病の予防プログラ
ム・伝染病の予防・治療の３つの柱から成り立っていま
す。2014年に疾病予防と治療月間となる以前は家族月
間とされていました。この月間を成功するために次のよ
うな事業が推奨されています。
　人道的支援として可動式医療機器の提供や地域社会の
医療インフラの改善、奨学金事業としての医療・看護従
事者の教育や公衆衛生教育、VTT（職業研修チーム）
医療従事者を派遣したり受け入れたりしての教育があり
ます。
　そこで廣瀬昭雄ガバナー年度に第2820地区では西ア
フリカにあるブルキナファソに対し防虫蚊帳を贈る事業
を行いました。この取組みは地区全体で取り組んだ初め

ての試みであり水戸南RCを含む多くの第2820地区の
クラブの皆様に支えられたプログラムでした。
　日本を含む先進諸国において乳幼児死亡率は大変低い
ものですが、アフリカ諸国においては蚊が媒介するマラ
リアを原因とする感染症が起因する乳幼児死亡率が依然
として高い現状がありました。そこで当時、第４分区岩
井RCに所属していた飯田会員がブルキナファソ現地で
ボランティア活動をしていたのをきっかけに病院施設
などに防虫蚊帳を贈るプログラムが実現することとなり
ました。廣瀬昭雄ガバナー、地区補助金、地区内50ク
ラブの協力、チャリティーゴルフの寄付をあわせて
2,130,000円が集まり、3,875帖の防虫蚊帳を贈るこ
とが出来ました。このプロジェクトは世界でも大きな評
価を受け、江口紀久江会員（古河東RC）が、患者さん
に防虫蚊帳を手渡ししている写真は全世界のロータリア
ンに配信されました。そして廣瀬年度地区大会において
李東建RI会長から廣瀬昭雄ガバナーに特別表彰が授与さ
れました。
　今月は疾病予防と治療月間に因んでということで、第
2820地区で取り組みました乳幼児死亡率改善プログラ
ムについてご紹介させて頂きました。

山崎清司パストガバナー（古河東RC）

卓話「疾病予防と治療月間に因んで～乳幼児死亡率改善事業について」

高松西ロータリークラブ例会に参加

12月第１例会 12月１日（金）
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高松西ロータリークラブ訪問

　当クラブと友好クラブである高松西ロータリークラブへ、創立45周年記念式典の招待状を持って例会に参加
して来ました。総勢15名、12月７日朝６時30分に集合し、羽田空港から高松に出発。しかし、早くもトラブ
ル発生、首都高が事故で大渋滞に。９時40分のフライトが間に合わないかも、とみな思いましたが、ANAに待
ってもらって何とかセーフ。高松に着き空港で歓迎を受けました。
　まず、刀比羅宮・門前町にある、金丸座の歌舞伎小屋を見学。現存する中では日本最古の芝居小屋。国の重要
文化財の指定だそうです。そのあとは785段ある金比羅さんに登ってきました。疲れましたが、大事なお守り
を買うためにも上へ登らなくては。
　夜は会員の方がやっている割烹店で懇親会。２次会もあり、水戸の大工町のような古馬場町も案内してもらい
ました。
　そして高松西RCの例会に参加しました。高松の方々にいろいろ、お世話になりました。　　（粂田信行会員）
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いて2008-2009廣瀬昭雄ガバナー年度にクラブをあげ
て取り組みました乳幼児死亡率改善プログラムを紹介さ
せて頂きます。
　疾病予防と治療月間とは非伝染性疾病の予防プログラ
ム・伝染病の予防・治療の３つの柱から成り立っていま
す。2014年に疾病予防と治療月間となる以前は家族月
間とされていました。この月間を成功するために次のよ
うな事業が推奨されています。
　人道的支援として可動式医療機器の提供や地域社会の
医療インフラの改善、奨学金事業としての医療・看護従
事者の教育や公衆衛生教育、VTT（職業研修チーム）
医療従事者を派遣したり受け入れたりしての教育があり
ます。
　そこで廣瀬昭雄ガバナー年度に第2820地区では西ア
フリカにあるブルキナファソに対し防虫蚊帳を贈る事業
を行いました。この取組みは地区全体で取り組んだ初め

ての試みであり水戸南RCを含む多くの第2820地区の
クラブの皆様に支えられたプログラムでした。
　日本を含む先進諸国において乳幼児死亡率は大変低い
ものですが、アフリカ諸国においては蚊が媒介するマラ
リアを原因とする感染症が起因する乳幼児死亡率が依然
として高い現状がありました。そこで当時、第４分区岩
井RCに所属していた飯田会員がブルキナファソ現地で
ボランティア活動をしていたのをきっかけに病院施設
などに防虫蚊帳を贈るプログラムが実現することとなり
ました。廣瀬昭雄ガバナー、地区補助金、地区内50ク
ラブの協力、チャリティーゴルフの寄付をあわせて
2,130,000円が集まり、3,875帖の防虫蚊帳を贈るこ
とが出来ました。このプロジェクトは世界でも大きな評
価を受け、江口紀久江会員（古河東RC）が、患者さん
に防虫蚊帳を手渡ししている写真は全世界のロータリア
ンに配信されました。そして廣瀬年度地区大会において
李東建RI会長から廣瀬昭雄ガバナーに特別表彰が授与さ
れました。
　今月は疾病予防と治療月間に因んでということで、第
2820地区で取り組みました乳幼児死亡率改善プログラ
ムについてご紹介させて頂きました。

山崎清司パストガバナー（古河東RC）

卓話「疾病予防と治療月間に因んで～乳幼児死亡率改善事業について」

高松西ロータリークラブ例会に参加

12月第１例会 12月１日（金）
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高松西ロータリークラブ訪問

　当クラブと友好クラブである高松西ロータリークラブへ、創立45周年記念式典の招待状を持って例会に参加
して来ました。総勢15名、12月７日朝６時30分に集合し、羽田空港から高松に出発。しかし、早くもトラブ
ル発生、首都高が事故で大渋滞に。９時40分のフライトが間に合わないかも、とみな思いましたが、ANAに待
ってもらって何とかセーフ。高松に着き空港で歓迎を受けました。
　まず、刀比羅宮・門前町にある、金丸座の歌舞伎小屋を見学。現存する中では日本最古の芝居小屋。国の重要
文化財の指定だそうです。そのあとは785段ある金比羅さんに登ってきました。疲れましたが、大事なお守り
を買うためにも上へ登らなくては。
　夜は会員の方がやっている割烹店で懇親会。２次会もあり、水戸の大工町のような古馬場町も案内してもらい
ました。
　そして高松西RCの例会に参加しました。高松の方々にいろいろ、お世話になりました。　　（粂田信行会員）

2018-2019年度理事・役員選出　承認されました 2018-2019年度理事・役員のみなさん

戦略計画について　兼子充裕幹事 次年度会長挨拶　鈴木憲一会長エレクト 月間卓話　山崎清司パストガバナー（古河東RC）
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■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
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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

前　週訂正出席率62.64％
前々週訂正出席率72.34％99名 61名 38名 65.59％12月第１例会（12月１日）

出席状況

水戸RC　　石島弘之会員■ビジター

前・地区ロータリー財団総括委員長　
　　　　　　　　　パストガバナー　山崎清司 氏（古河東RC）
2016-2017年度会長　　　　　　　江口達司 氏（古河東RC）

■ゲスト ■財団BOX（12月１日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第８回）

$100　 11,200円（累計$13,800）
長谷川國雄会員…ポール・ハリス・フェロー献金（第３～10、１・２回）

　$1,000　112,000円（累計$11,200）
井澤卓司会員……財団の友献金（第10回）

$100　 11,200円（累計 $6,000）
志村　保会員……財団の友献金（第８回）

$100　 11,200円（累計 $3,800）
及川　譲会員……財団の友献金（第６回）

$100　 11,200円（累計 $3,600）
深谷　智会員……財団の友献金（第５回）

$100　 11,200円（累計 $3,500）
赤岩賢二会員……財団の友献金（第８回）

$100　 11,200円（累計 $2,800）
中川勝義会員……財団の友献金（第５回）

$100　 11,200円（累計 $2,500）
谷島孝明会員……財団の友献金（第５・６回）

$200　 22,400円（累計 $600）
根本直哉会員……財団の友献金（第２回）

$100　 11,200円（累計 $200）

この計　　　10件　　　$2,000　　　224,000円

江口達司会員（古河東RC）
　　　　　　……
水越光男会員……

兼子充裕会員……

長谷川國雄会員…
一毛裕之会員……
川上正一会員……
松本隆史会員……
塩沢富夫会員・米田英雄会員
　　　　　　……
島根昌明会員……

菊池秀機会員……

及川　譲会員……

髙橋伸之会員……

船橋範行会員……
鈴木由紀子会員…
神代学光会員……
石川啓司会員……

石井浩一会員……

■ニコニコBOX（12月１日（金）扱）

この計　　　18件　　　56,000円

■会員メークアップ
11/15　日本REC2650　　　水口二良
11/29　水戸西RC　　　　　 水口二良
12/１　北海道2500REC　　工藤貴正
12/２　東京ピースウィングREC　　工藤貴正
12/４　北海道2500REC　　　　　人見光一

■米山BOX（12月１日（金）扱）
深谷　智会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
赤岩賢二会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計160,000円）
久保田規子会員…準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

本日は宜しくお願い致します。
山崎パストガバナー、ようこそおいでいただきまし
た。卓話宜しくお願いします。
山崎清司パストガバナー、ようこそいらっしゃいまし
た。本日の卓話宜しくお願い致します。
山崎パストガバナー宜しくお願いします。
お久しぶりです。
誕生祝い有難うございます。
山崎パストガバナー、ご苦労様です。

山崎パストガバナー、ようこそいらっしゃいました。
山崎パストガバナー、本日の卓話宜しくお願い致し
ます。
山崎パストガバナー、本日はようこそお越し下さい
ました。
２月にミニバスケット水戸南RCの大会を行います
ので、皆様の参加を待っています。
山崎パストガバナー、ようこそ。卓話を楽しみにして
おります。
師走ですね。
フードコーディネーターの試験に受かりました。
今年も残り１ヶ月です。頑張ってまいります。
山崎清司パストガバナー、ようこそおいでいただき
ました。明日は地区国際奉仕セミナーにて水戸南Ｒ
Ｃのタイとの共同奉仕活動（消防自動車・グローバ
ルグラント）について発表します。
来春の入社予定者を確保する事が出来ました。

【訂正とお詫び】
11月第２例会 11月10日㈮週報で、一部記載に誤り
がございましたので訂正し、お詫び申し上げます。

■会員動静
　山本　大会員の事業所移転により、事業所住所・電
話番号・ＦＡＸ番号が変更となりました。自宅住所は
変更ありません。
　【新事業所】水戸市元吉田町1029-7-502

TEL.353-8111　FAX.353-8116

12月７・８日高松西RC訪問例会参加者
日　時：12月８日㈮　12:30～
場　所：JRホテルクレメント高松
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（15名）
長谷川國雄、松本隆史、水越光男、兼子充裕、中本邦彦、
奈良早苗、軍司由佳、高梨博行、谷島孝明、河野正政、
粂田信行、石川啓司、塩沢富夫、久保田啓藏、鈴木憲一

１

創立45周年記念式典実行委員会（接待・祝宴）が開催されました。
日　時：12月12日㈫　18:30～
場　所：ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸　リチェッタ
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（11名）
井澤卓司、武田　誠、水越光男、兼子充裕、
谷島孝明、川澄千亜紀、高梨博行、鈴木憲一、
川﨑紀子、橋本　哲、石川啓司

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：12月20日㈬  18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.302-1010

（メークアップ出席扱いとなります。）

第10回こども食堂（おひさま食堂）が開催されます。
日　時：12月23日㈯　11:30～14:00
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川町2563
集合時間：調理担当者　8:30までに集合
　　　　作業担当者　9:30までに集合

（メークアップ出席扱いとなります。）

第7回定例理事会が開催されます。
日　時：12月25日㈪　18:30～
場　所：Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング

TEL.246-6611
出席者：理事、役員、オブザーバー（メークアップ出席扱いとなります。）

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…12月18日㈪　18:30 於 中川楼（忘年例会の為）

12月25日㈪　12:30
水戸西RC…12月20日㈬　17:30
　　　　　　　　　　　　於 山口楼本店（忘年例会の為）
水　戸RC…12月27日㈬　定款第８条第１節により休会
水戸東RC…12月21日㈭　18:30（忘年家族例会の為）

12月28日㈭　定款第８条第１節により休会
水　戸RC…12月26日㈫　定款第８条第１節により休会

次回例会日程
日　時：12月22日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：「上半期を顧みて」水越光男会長、兼子充裕幹事
※12月29日㈮は、定款第８条第１節により休会と
なります。

２

３

４

５

６

７

12月第３例会プログラム
2017年12月15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「高松西RC訪問報告」

 水越光男会長
 5. 親睦の時間「12月誕生祝」 親睦活動委員会

 ５日 大森三男　　13日 高柳益美
14日 久保田規子　20日 市毛純一、長洲雅彦
22日 石井邦明　　24日 国本美加
25日 武田　誠、鈴木由紀子、フラギス由美子

 6. 雑誌の時間 雑誌委員会
 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. クラブ忘年会 親睦活動委員会
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

12月第１例会 12月１日（金）
4－Vol.45  No20（第2133）
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