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◆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

■2017年７～12月　出席100％会員は下記の方々です。

日　時　平成29年12月25日㈪　18時30分～

場　所　Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング
　　　　水戸市城南1-8-15　TEL.246-6111

出席者　理　事　　河野正政　　及川　譲　　石川啓司
　　　　　川﨑紀子　　赤岩賢二　　石井浩一
　　　　　谷島孝明
役　員　　水越光男　　鈴木憲一　　小路　實
　　　　　兼子充裕　　神代学光　　菊池秀機
オブザーバー　宇留野秀一　米川幸喜
メークアップ　髙野　賢

議事・決議事項 
①１月・２月プログラムについて 《承認》
②外部卓話依頼について（職業奉仕） 《承認》

③次年度各委員長・副委員長（案）について 《承認》
④創立45周年記念式典参加会費について 《承認》
⑤2018-2019年度地区委員候補者について 《承認》
⑥ミニバスケットボール大会について（青少年奉仕） 《承認》
⑦いきいき茨城ゆめ国体PRについて 《承認》
⑧「光圀伝」NHK大河ドラマ化応援団について 《承認》
⑨新年家族例会について 《確認》
⑩IM 例会変更について 《検討》

保留事項　無し

次回定例理事会
１．日時　平成30年１月29日㈪　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング

〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2017-2018年度　第７回定例理事会　議事録

前　週訂正出席率73.12％
前々週訂正出席率79.79％99名 57名 42名 62.64％12月第４例会（12月22日）

出席状況

水戸RC　清水洋一会員　沼田元良会員■ビジター

茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟
副会長　小沼義明 氏

■ゲスト

茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟 副会長 小沼義明 氏
　　　　　　……
水越光男会員……
鈴木憲一会員……
中川勝義会員……
二川隆司会員……
小瀧秀明会員……
久保田啓藏会員…

塩沢富夫会員……

市毛純一会員……
松本隆史会員……

根本　次会員……

一毛裕之会員……

篠原　勉会員……

粂田信行会員……

深谷　智会員……

菊池秀機会員……

及川　譲会員……

■ニコニコBOX（12月22日（金）扱）

この計　　　 26件　　　 94,000円
月　計　　　 58件　　　 197,000円
累　計　　　305件　　　1,106,000円

■会員メークアップ
12/21　諮問委員会　　佐藤　衛　　長谷川國雄
12/22　北海道2500REC　　　　　野口英壽
12/25　北海道2500REC　　　　　野口英壽

■米山BOX（12月22日（金）扱）
斎藤孝夫会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計250,000円）
小川啓子会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計220,000円）
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計120,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

ミニバスケットボール大会お世話になります。
今年最後の例会になりました。
会長、幹事半年終わりましたね。
皆さん、良いお年をお迎えください。
来年もよろしくお願いします。
交通安全と健康に気を付けて下さい。
皆さん、一年間ご苦労様でした。良い年をお
迎え下さい。
本年もお世話になりました。どうぞ良いお年
をお迎え下さい。
良い年を迎えてください。
皆様、一年間お世話になりました。良い年を
お迎え下さい。
水越会長、兼子幹事、上半期お疲れ様です。
皆様、良いお年を！
早いものですね。今年もあと僅か。良い年と
なりますように。
１月21日に水戸市民吹奏楽団の演奏会があ
ります。ご来場お待ちしております。
今年ももう年末。また一つ歳をとってしまい
ました。来年の目標は毎月ゴルフをやり、走
り、筋トレ、体脂肪率18％を目指します。
本年はお世話になりました。来年も宜しくお
願いします。茨城県中央地区ミニバスケット
ボール連盟副会長の小沼様ようこそ。
一年間お世話になりました。会長、幹事あと
半年宜しくお願いします。
本日は茨城県中央地区ミニバスケットボール
連盟副会長の小沼様ようこそいらっしゃいま
した。２月のミニバスケットボール大会、宜
しくお願い致します。

米川幸喜会員……

上野義哉会員……
川﨑英輝会員……

船橋範行会員……
原口一吉会員……
石川啓司会員……

金原和美会員……

石井邦明会員……

平山桜子会員……

今年もお世話になりました。来年も皆様に
とって良い一年になります様に。
本年は大変お世話になり有難うございました。
長男が茗溪学園中学校に合格しました。春よ
り橋本さんのラグビー部後輩となります。皆
さん、今年もお世話になりました。
皆様良いお年を。
いつもニコニコで！
12月２日に地区国際奉仕セミナーに出席
し、消防自動車贈呈プログラム支援金
170,000円を頂きました。
今年も大変お世話になりました。明日のおひ
さま食堂へのご参加宜しくお願いします。
本日、誕生日です。生んでくれて有難うござ
います。
今年もお世話になりました。

１月のロータリーレート
１ドル＝114円

12月23日㈯ 第10回「おひさま食堂」参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（18名）
軍司由佳、原口一吉、石井浩一、亀山義孝、兼子充裕、
金原和美、小泉正史、河野正政、久保田規子、奈良早苗、
根本　次、岡村太郎、櫻井盛ニ、鈴木憲一、上野義哉、
宇留野秀一、米田英雄、米川幸喜

第３分区IMが開催されます。
日　時：２月12日（月・振休）　受付13:00～　開会13:30～ 
場　所：「笠間稲荷神社 稲光閣」
　　　　笠間市笠間１　TEL.0296-73-0001
テーマ：「米山奨学会を理解しよう」

※２月16日㈮の例会が変更となります。追加登録される方
は、登録料2,000円を添えて事務局までお願い致します。

１

第16回「水戸南RC杯ミニバスケットボール大会」が開催されます。
日　時：２月12日（月・振休）　集合8:00　開会9:00～13:30
場　所：水戸市見川総合体育館　水戸市見川町2256
　　　　（メークアップ扱いとなります。）

会員動静
１．竹内秀雄会員、蔀英二会員が12月31日付で退

会致しました。
　　現在の会員数は97名となりました。
２．飯嶋秀郎会員のご自宅住所が変更となりました。
【変更後】〒329-0507　栃木県下野市文教2-6-12

自宅電話番号は変更ありません。

水戸市内RC例会変更
水　戸RC…１月16日㈫　18:00

於 山口楼本店（新年家族例会の為）
水戸東RC…１月18日㈭

於 読売新聞茨城西工場（職場訪問の為）
水戸西RC…１月24日㈬　17:30

於 水戸プラザホテル（新春ファミリーパーティーの為）

次回例会日程
日　時：１月19日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「職業奉仕月間に因んで」

木村　薫地区職業奉仕総括委員長

４

２

５

３

６

７

１月第２例会プログラム
2017年１月12日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・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 水越光男会長
 5. 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）
 6. 幹事報告
 7. ロータリーソング
 8. 点鐘・閉会
 9. 新年家族例会 親睦活動委員会

12月第４例会 12月22日（金）
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◎お名前漏れがある方は、金原出席委員長までお申し出下さい。

赤岩賢二　　　深谷　智　　　二川隆司　　　原口一吉
長谷川國雄　　人見光一　　　市毛純一　　　石井浩一
石川啓司　　　井澤卓司　　　兼子充裕　　　川﨑英輝
川﨑紀子　　　菊池秀機　　　金原和美　　　河野正政
小路　實　　　松本隆史　　　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　　　鈴木由紀子　　武田　誠
宇留野秀一　　谷島孝明　　　米田英雄　　　米川幸喜

（計36名）



2017年最後の例会は各委員会に分かれて着席です ｢水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の取り組みについて｣
　茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟副会長の小沼氏よりご挨拶頂きました。
　今年度で第16回目を迎えますミニバスケットボール大会は2018年２月12日（祝・月）
水戸市総合運動公園体育館において開催されます。ぜひ沢山の声援をお願いします。

ロータリーの時間｢地区社会奉仕・ロータリー財団合同研修セミナー報告｣
石井浩一ロータリー財団委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達　米川幸喜会員

兼子　充裕 幹事

　時が経つのは、本当に早いもので会長に就任して早、
半年が経とうとしております。
　ここまでやってこられたのは、会員皆さんのご協力、
諸先輩方の温かいご指導があってのことと思います。忘
れてはいけないのが兼子幹事のご苦労への感謝でありま
す。ありがとうございます。  
　会長になってつくづく思うのは、とにかく色々な会に出
席することが恐ろしく増えたことであります。当然といえ
ば当然なのですが、ざっと数えてみただけでも、例会を始
め、理事会、1-3会、情報委員会、戦略計画会議、６クラブ
合同例会、水戸さくらRCとの合同例会、地区の研修や会
長幹事会、分区の会長幹事会、水戸６RCの会長幹事会、
おひさま食堂、姉妹・友好クラブとの交流、それとおくや
み、特に今年は創立45周年記念式典があるため各事業
委員会等々、あります。もちろんガバナーは、もっともっと
多いはずです。尊敬いたします。
　だからといって、大変なんですよと言うつもりは毛頭
ありません。最初はなれないこともあり、緊張も致しま
したが、数を重ねるにつれ少しずつではありますが、喜

びを感じられるようにもなりました。来年には創立45
周年記念式典の本番が控えています。まだまだ頑張らね
ばと思っています。
  そこで、ちょっと周年記念事業というものを考えてみ
ました。
  周年記念事業とは本来はなんなんだろうと。０周年と
５周年とはでは、当然意味も重さも違ってくるとは思い
ます。国や宗教によってもその考え方は違うのでしょう
が。日本で５周年の位置づけは、とりわけ、ロータリー
クラブで言うならば、諸先輩が築いてきた成果を、会員
全員で、振り返ったり、讃えあったり、慰めあったりす
る節目の時期だと考えます。外部からの招待者は、いら
ないようにも思えます。あえて会員全員だけで祝うのも
一考ではないでしょうか。今回は、来賓をお迎えします
ので、お迎えするからには最高の「おもてなし」で迎え
たいと思います。私が考える最高の「おもてなし」は、
会員全員が参加して、手分けしてお世話することだと思
います。それも白ジャケットを着てネ。松本（隆）実行
委員長を始め皆様のご協力をお願いいたします。   以上

水越　光男 会長

上半期を顧みて

　こんにちは、当初、どのように進めていけばよく分かりま
せんでしたが、米田会員から頂いたデーターと皆さんのご
協力のおかげで、何とか無事半年間、幹事職を務められ
ました。振り返りを項目別に、状況を話したいと思います。
・会員増強につきましては、会員のご協力により新会員
４名入会して100名を達成することができました。
しかし、残念なことに急に金澤会員が亡くなり１名減
り99名になってしまいました。私は、１名減ってし
まったことより金澤会員が、亡くなられた事がとても
残念です。ですから、皆様も急に亡くなるようなこ
とがないように体に気を付けましょう。
石川会員、大丈夫ですか？
・親睦活動委員会につきましては、訃報が１週間に３回
も連続してあり、その折には、帳場をやって頂き誠に
お疲れ様でした。
・奉仕活動につきましては、おひさま食堂を３回開催
し、回を追うごとに子供たちの参加が増え、地域の人
たちが、ボランティアに参加するようになり良かった
と思います。
・対外行事につきましては、姉妹・友好クラブ交流委員

会の会員をはじめ、韓国、タイ、高松と訪問交流活動
に参加頂きました会員の皆様のお蔭で、クラブ間の交
流が取れたかと思います。
・最後に反省としましては、ガバナー公式訪問時の出席
者が少なかったことと例会出席率が一向に改善されな
いことです。金原出席委員長が一生懸命皆さんに案内
していますが、例会参加が少ないことと、欠席した会
員がメークアップをしないため出席率が低迷している
ことです。以前から、出席率が低迷している為、地区
も推奨しているＥクラブにアクセスしやすいようにと
今年度、HPリニューアルと、Ｅメール連絡網を導入
しましたが、会員の皆様があまり活用をしていない状
況です。ですから後半は、出来る限り活用して頂ける
ようにして行きたいと思います。
・後半、創立45周年記念式典が残っております。会員
の皆様におかれましては、何かと忙しいことと思いま
すが、クラブ運営が上手く行き、記念式典が成功しま
すようご協力のほどよろしくお願い致します。
　以上で上半期を顧みてと言う話を終りにしたいと思い
ます。

上半期を顧みて

おひさま食堂　12月23日㈯　緑岡市民センターにおいて

12月第４例会 12月22日（金）
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12月第４例会 12月22日（金）

　来場者50名（子供38名、大人12名）、クラブ出席者18名、ボランティアの方々に多数お越し頂きまして、今
年最後のおひさま食堂も賑やかに開催できました。
　炒飯・唐揚・チャプチェ・けんちんうどん・クリスマススペシャルメニューの苺のショートケーキや会員から
のクリスマスカードも大変喜んで頂きました。
　昨年12月に「おひさま食堂」が誕生して早いもので一年になりました。これからも明るく朗らかなおひさま
のように地域の皆さんとともに歩んでいきたいと感じた一日でした。

2017年最後の例会は各委員会に分かれて着席です ｢水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の取り組みについて｣
　茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟副会長の小沼氏よりご挨拶頂きました。
　今年度で第16回目を迎えますミニバスケットボール大会は2018年２月12日（祝・月）
水戸市総合運動公園体育館において開催されます。ぜひ沢山の声援をお願いします。

ロータリーの時間｢地区社会奉仕・ロータリー財団合同研修セミナー報告｣
石井浩一ロータリー財団委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達　米川幸喜会員

兼子　充裕 幹事

　時が経つのは、本当に早いもので会長に就任して早、
半年が経とうとしております。
　ここまでやってこられたのは、会員皆さんのご協力、
諸先輩方の温かいご指導があってのことと思います。忘
れてはいけないのが兼子幹事のご苦労への感謝でありま
す。ありがとうございます。  
　会長になってつくづく思うのは、とにかく色々な会に出
席することが恐ろしく増えたことであります。当然といえ
ば当然なのですが、ざっと数えてみただけでも、例会を始
め、理事会、1-3会、情報委員会、戦略計画会議、６クラブ
合同例会、水戸さくらRCとの合同例会、地区の研修や会
長幹事会、分区の会長幹事会、水戸６RCの会長幹事会、
おひさま食堂、姉妹・友好クラブとの交流、それとおくや
み、特に今年は創立45周年記念式典があるため各事業
委員会等々、あります。もちろんガバナーは、もっともっと
多いはずです。尊敬いたします。
　だからといって、大変なんですよと言うつもりは毛頭
ありません。最初はなれないこともあり、緊張も致しま
したが、数を重ねるにつれ少しずつではありますが、喜

びを感じられるようにもなりました。来年には創立45
周年記念式典の本番が控えています。まだまだ頑張らね
ばと思っています。
  そこで、ちょっと周年記念事業というものを考えてみ
ました。
  周年記念事業とは本来はなんなんだろうと。０周年と
５周年とはでは、当然意味も重さも違ってくるとは思い
ます。国や宗教によってもその考え方は違うのでしょう
が。日本で５周年の位置づけは、とりわけ、ロータリー
クラブで言うならば、諸先輩が築いてきた成果を、会員
全員で、振り返ったり、讃えあったり、慰めあったりす
る節目の時期だと考えます。外部からの招待者は、いら
ないようにも思えます。あえて会員全員だけで祝うのも
一考ではないでしょうか。今回は、来賓をお迎えします
ので、お迎えするからには最高の「おもてなし」で迎え
たいと思います。私が考える最高の「おもてなし」は、
会員全員が参加して、手分けしてお世話することだと思
います。それも白ジャケットを着てネ。松本（隆）実行
委員長を始め皆様のご協力をお願いいたします。   以上

水越　光男 会長

上半期を顧みて

　こんにちは、当初、どのように進めていけばよく分かりま
せんでしたが、米田会員から頂いたデーターと皆さんのご
協力のおかげで、何とか無事半年間、幹事職を務められ
ました。振り返りを項目別に、状況を話したいと思います。
・会員増強につきましては、会員のご協力により新会員
４名入会して100名を達成することができました。
しかし、残念なことに急に金澤会員が亡くなり１名減
り99名になってしまいました。私は、１名減ってし
まったことより金澤会員が、亡くなられた事がとても
残念です。ですから、皆様も急に亡くなるようなこ
とがないように体に気を付けましょう。
石川会員、大丈夫ですか？
・親睦活動委員会につきましては、訃報が１週間に３回
も連続してあり、その折には、帳場をやって頂き誠に
お疲れ様でした。
・奉仕活動につきましては、おひさま食堂を３回開催
し、回を追うごとに子供たちの参加が増え、地域の人
たちが、ボランティアに参加するようになり良かった
と思います。
・対外行事につきましては、姉妹・友好クラブ交流委員

会の会員をはじめ、韓国、タイ、高松と訪問交流活動
に参加頂きました会員の皆様のお蔭で、クラブ間の交
流が取れたかと思います。
・最後に反省としましては、ガバナー公式訪問時の出席
者が少なかったことと例会出席率が一向に改善されな
いことです。金原出席委員長が一生懸命皆さんに案内
していますが、例会参加が少ないことと、欠席した会
員がメークアップをしないため出席率が低迷している
ことです。以前から、出席率が低迷している為、地区
も推奨しているＥクラブにアクセスしやすいようにと
今年度、HPリニューアルと、Ｅメール連絡網を導入
しましたが、会員の皆様があまり活用をしていない状
況です。ですから後半は、出来る限り活用して頂ける
ようにして行きたいと思います。
・後半、創立45周年記念式典が残っております。会員
の皆様におかれましては、何かと忙しいことと思いま
すが、クラブ運営が上手く行き、記念式典が成功しま
すようご協力のほどよろしくお願い致します。
　以上で上半期を顧みてと言う話を終りにしたいと思い
ます。
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おひさま食堂　12月23日㈯　緑岡市民センターにおいて

12月第４例会 12月22日（金）
2－Vol.45  No22（第2135） Vol.45  No22（第2135）－3

12月第４例会 12月22日（金）

　来場者50名（子供38名、大人12名）、クラブ出席者18名、ボランティアの方々に多数お越し頂きまして、今
年最後のおひさま食堂も賑やかに開催できました。
　炒飯・唐揚・チャプチェ・けんちんうどん・クリスマススペシャルメニューの苺のショートケーキや会員から
のクリスマスカードも大変喜んで頂きました。
　昨年12月に「おひさま食堂」が誕生して早いもので一年になりました。これからも明るく朗らかなおひさま
のように地域の皆さんとともに歩んでいきたいと感じた一日でした。



2017年最後の例会は各委員会に分かれて着席です ｢水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の取り組みについて｣
　茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟副会長の小沼氏よりご挨拶頂きました。
　今年度で第16回目を迎えますミニバスケットボール大会は2018年２月12日（祝・月）
水戸市総合運動公園体育館において開催されます。ぜひ沢山の声援をお願いします。

ロータリーの時間｢地区社会奉仕・ロータリー財団合同研修セミナー報告｣
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諸先輩方の温かいご指導があってのことと思います。忘
れてはいけないのが兼子幹事のご苦労への感謝でありま
す。ありがとうございます。  
　会長になってつくづく思うのは、とにかく色々な会に出
席することが恐ろしく増えたことであります。当然といえ
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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

■2017年７～12月　出席100％会員は下記の方々です。

日　時　平成29年12月25日㈪　18時30分～

場　所　Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング
　　　　水戸市城南1-8-15　TEL.246-6111
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議事・決議事項 
①１月・２月プログラムについて 《承認》
②外部卓話依頼について（職業奉仕） 《承認》

③次年度各委員長・副委員長（案）について 《承認》
④創立45周年記念式典参加会費について 《承認》
⑤2018-2019年度地区委員候補者について 《承認》
⑥ミニバスケットボール大会について（青少年奉仕） 《承認》
⑦いきいき茨城ゆめ国体PRについて 《承認》
⑧「光圀伝」NHK大河ドラマ化応援団について 《承認》
⑨新年家族例会について 《確認》
⑩IM 例会変更について 《検討》

保留事項　無し

次回定例理事会
１．日時　平成30年１月29日㈪　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング

〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2017-2018年度　第７回定例理事会　議事録

前　週訂正出席率73.12％
前々週訂正出席率79.79％99名 57名 42名 62.64％12月第４例会（12月22日）

出席状況

水戸RC　清水洋一会員　沼田元良会員■ビジター

茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟
副会長　小沼義明 氏

■ゲスト

茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟 副会長 小沼義明 氏
　　　　　　……
水越光男会員……
鈴木憲一会員……
中川勝義会員……
二川隆司会員……
小瀧秀明会員……
久保田啓藏会員…

塩沢富夫会員……

市毛純一会員……
松本隆史会員……

根本　次会員……

一毛裕之会員……

篠原　勉会員……

粂田信行会員……

深谷　智会員……

菊池秀機会員……

及川　譲会員……

■ニコニコBOX（12月22日（金）扱）

この計　　　 26件　　　 94,000円
月　計　　　 58件　　　 197,000円
累　計　　　305件　　　1,106,000円

■会員メークアップ
12/21　諮問委員会　　佐藤　衛　　長谷川國雄
12/22　北海道2500REC　　　　　野口英壽
12/25　北海道2500REC　　　　　野口英壽

■米山BOX（12月22日（金）扱）
斎藤孝夫会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計250,000円）
小川啓子会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計220,000円）
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計120,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

ミニバスケットボール大会お世話になります。
今年最後の例会になりました。
会長、幹事半年終わりましたね。
皆さん、良いお年をお迎えください。
来年もよろしくお願いします。
交通安全と健康に気を付けて下さい。
皆さん、一年間ご苦労様でした。良い年をお
迎え下さい。
本年もお世話になりました。どうぞ良いお年
をお迎え下さい。
良い年を迎えてください。
皆様、一年間お世話になりました。良い年を
お迎え下さい。
水越会長、兼子幹事、上半期お疲れ様です。
皆様、良いお年を！
早いものですね。今年もあと僅か。良い年と
なりますように。
１月21日に水戸市民吹奏楽団の演奏会があ
ります。ご来場お待ちしております。
今年ももう年末。また一つ歳をとってしまい
ました。来年の目標は毎月ゴルフをやり、走
り、筋トレ、体脂肪率18％を目指します。
本年はお世話になりました。来年も宜しくお
願いします。茨城県中央地区ミニバスケット
ボール連盟副会長の小沼様ようこそ。
一年間お世話になりました。会長、幹事あと
半年宜しくお願いします。
本日は茨城県中央地区ミニバスケットボール
連盟副会長の小沼様ようこそいらっしゃいま
した。２月のミニバスケットボール大会、宜
しくお願い致します。

米川幸喜会員……

上野義哉会員……
川﨑英輝会員……

船橋範行会員……
原口一吉会員……
石川啓司会員……

金原和美会員……

石井邦明会員……

平山桜子会員……

今年もお世話になりました。来年も皆様に
とって良い一年になります様に。
本年は大変お世話になり有難うございました。
長男が茗溪学園中学校に合格しました。春よ
り橋本さんのラグビー部後輩となります。皆
さん、今年もお世話になりました。
皆様良いお年を。
いつもニコニコで！
12月２日に地区国際奉仕セミナーに出席
し、消防自動車贈呈プログラム支援金
170,000円を頂きました。
今年も大変お世話になりました。明日のおひ
さま食堂へのご参加宜しくお願いします。
本日、誕生日です。生んでくれて有難うござ
います。
今年もお世話になりました。

１月のロータリーレート
１ドル＝114円

12月23日㈯ 第10回「おひさま食堂」参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（18名）
軍司由佳、原口一吉、石井浩一、亀山義孝、兼子充裕、
金原和美、小泉正史、河野正政、久保田規子、奈良早苗、
根本　次、岡村太郎、櫻井盛ニ、鈴木憲一、上野義哉、
宇留野秀一、米田英雄、米川幸喜

第３分区IMが開催されます。
日　時：２月12日（月・振休）　受付13:00～　開会13:30～ 
場　所：「笠間稲荷神社 稲光閣」
　　　　笠間市笠間１　TEL.0296-73-0001
テーマ：「米山奨学会を理解しよう」

※２月16日㈮の例会が変更となります。追加登録される方
は、登録料2,000円を添えて事務局までお願い致します。

１

第16回「水戸南RC杯ミニバスケットボール大会」が開催されます。
日　時：２月12日（月・振休）　集合8:00　開会9:00～13:30
場　所：水戸市見川総合体育館　水戸市見川町2256
　　　　（メークアップ扱いとなります。）

会員動静
１．竹内秀雄会員、蔀英二会員が12月31日付で退

会致しました。
　　現在の会員数は97名となりました。
２．飯嶋秀郎会員のご自宅住所が変更となりました。
【変更後】〒329-0507　栃木県下野市文教2-6-12

自宅電話番号は変更ありません。

水戸市内RC例会変更
水　戸RC…１月16日㈫　18:00

於 山口楼本店（新年家族例会の為）
水戸東RC…１月18日㈭

於 読売新聞茨城西工場（職場訪問の為）
水戸西RC…１月24日㈬　17:30

於 水戸プラザホテル（新春ファミリーパーティーの為）

次回例会日程
日　時：１月19日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「職業奉仕月間に因んで」

木村　薫地区職業奉仕総括委員長

４

２

５

３

６

７

１月第２例会プログラム
2017年１月12日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. 国歌斉唱・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 水越光男会長
 5. 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）
 6. 幹事報告
 7. ロータリーソング
 8. 点鐘・閉会
 9. 新年家族例会 親睦活動委員会

12月第４例会 12月22日（金）
4－Vol.45  No22（第2135）

Vol.45  No22（第2135）－１ 2018年（平成30年）１月12日（金）

◎お名前漏れがある方は、金原出席委員長までお申し出下さい。

赤岩賢二　　　深谷　智　　　二川隆司　　　原口一吉
長谷川國雄　　人見光一　　　市毛純一　　　石井浩一
石川啓司　　　井澤卓司　　　兼子充裕　　　川﨑英輝
川﨑紀子　　　菊池秀機　　　金原和美　　　河野正政
小路　實　　　松本隆史　　　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　　　鈴木由紀子　　武田　誠
宇留野秀一　　谷島孝明　　　米田英雄　　　米川幸喜

（計36名）


