
おひさま食堂
１月27日、赤塚市民センターで開催されたおひさま食堂には45名のお客様にご来場頂きました。ボ
ランティアの子供たちも大活躍でした。

野球部新年安全必勝祈願
今年も皆さんの無病息災と活躍を祈願してきました。

「１月誕生祝」お誕生日をお迎えの皆様 おめでとうございます。

幹幹 事事 報報 告告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

平和と紛争予防・紛争解決月間
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２月のロータリーレート
１ドル＝110円

１月27日㈯ 第11回「おひさま食堂」参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（12名）
原口一吉、川﨑英樹、金原和美、小泉正史、
水越光男、奈良早苗、岡村太郎、斎藤孝夫、
鈴木憲一、鈴木由紀子、宇留野秀一、米田英雄

創立45周年記念式典実行委員会（式典）が開催されます。
日　時：２月６日㈫　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　泉町2-3-2　TEL.302-1010
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります。）

1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：２月14日㈬　18:30～
場　所：でん助　大工町1-6-18　TEL.221-8987
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります。）

水戸市内RC例会変更
水戸東RC…２月８日㈭

於 茨城県立水戸高等特別支援学校

水戸南RC例会変更
夜例会に変更　３月23日㈮　12:30⇒18:30
昼例会に変更　３月30日㈮　18:30⇒12:30
水戸さくらRCとの合同例会変更

５月21日㈪⇒４月23日㈪　18:30
水戸さくらRCとの合同例会振替の為

５月21日㈪⇒５月18日㈮　12:30
通常例会

次回例会日程
日　時：２月９日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「平和と紛争予防・紛争解決月間に
　　　　　　　因んで～国境なき医師団での活動」

　水戸赤十字病院　第二消化器外科部長
捨田利外茂夫 氏
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前　週訂正出席率63.83％
前々週訂正出席率71.74％97名 50名 47名 56.18％１月第４例会（１月26日）

出席状況

■財団BOX（１月26日（金）扱）
粂田信行会員……財団の友献金（第７回）

$100　11,400円（累計$4,700）
市毛純一会員……財団の友献金（第５回）

$100　11,400円（累計$4,500）

この計　　　２件　　　$200　　　22,800円

笹館康男会員……
人見光一会員……
一毛裕之会員……
深谷　智会員……

川﨑紀子会員……

宇留野秀一会員…

田村　大会員……

高梨博行会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（１月26日（金）扱）

この計　　　 9件　　　 30,000円
月　計　　　 50件　　　 224,000円
累　計　　　355件　　　1,330,000円

■会員メークアップ
１/26～２/１　ポリオ撲滅プロジェクト　　石川啓司
１/29　北海道2500REC　　野口英壽

■米山BOX（１月26日（金）扱）
長洲雅彦会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計160,000円）

この計　　　１件　　　10,000円

誕生祝い有難うございます。
月曜日の夕方は子供と雪だるまを作っていました。
誕生祝い有難うございました。
インフルエンザで学級閉鎖が多数出ています。皆
さんも体に気をつけてお過ごし下さい。
先週インフルエンザになりました。皆さんも気を
つけて下さい。又、遅れましたが新年家族例会で
は親睦活動委員会の皆様、お疲れ様でした。
大変寒い中ですが、明日のおひさま食堂、宜しく
お願いします。
大雪の日にフジテレビのロケに協力しました。出
演は残念ながら、させてもらえませんでした。
本年も宜しくお願い致します。先週、社員一堂で
毎年恒例の伊勢参拝をしてきました。今年も頑張
りたいと思います。
これからインドの首都デリーで行われるポリオ撲
滅プロジェクトに参加して参ります。

２月第１例会プログラム
2018年２月２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 川﨑英輝会員
 5. 雑誌の時間 雑誌委員会
 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. クラブ協議会
「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ」
会員選考、雑誌、奉仕プロジェクト、職業奉仕、
社会奉仕、国際奉仕、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

１月第４例会 １月26日（金）
4－Vol.45  No25（第2138）

Vol.45  No25（第2138）－１ 2018年（平成30年）２月２日（金）

日　時　平成30年１月29日㈪　18:30～
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　　及川　譲　　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　　金原和美
　　　　　川﨑英輝
メークアップ　松本隆史　　髙野　賢

議事・決議事項 
①２月・３月プログラムについて 《承認》
②次年度委員会編成について 《承認》
③予算に対する上期状況について 《確認》
④水戸さくらクラブ合同例会日程変更について 《承認》
⑤第11回理事会日程について 《承認》
⑥新旧合同クラブ協議会について 《承認》
⑦広報活動（FMぱるるん番組）について（広報） 《承認》
⑧水戸南RC杯ミニバスケットボール大会について（青少年奉仕） 《承認》
⑨出席アンケート結果について 《確認》
⑩ロータリー財団1＄献金について 《承認》
⑪インターアクトについて 《検討》

保留事項
インターアクトについては、再検討

次回定例理事会
日　時：平成30年２月26日㈪
　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
場　所：海鮮厨房「天天」水戸市泉町2-3-2中央ビルB1
　　　　TEL.302-1010

（メークアップ扱いとなりますので、多数ご参加下さい）

2017-2018年度　第８回定例理事会　議事録



雑誌委員会
委員長　深谷　　智

１．上半期実績
⑴毎月、第１例会において「ロータリーの友」のおすす
め記事の案内をする。
⑵ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータリー
の友」の購読についてクラブ内で話す場を作る。

２．下半期活動計画
⑴毎月、第１例会において「ロータリーの友」のおすす
め記事の案内をする。
⑵「ロータリーの友」へ投稿し、掲載されるよう努める。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

１．上半期実績
・各委員会が、予定通り進行出来た上半期であったと思
われます。
・おひさま食堂を、月１回予定をしておりましたが、２
回ほど都合がつかず実施できませんでした。
・米山奨学生がライラに参加したことは、大きな実績と
なりました。
・水戸南ロータリークラブ創立45周年記念事業の準備
として、姉妹・友好クラブへの案内状を持参できまし
た。
・友好クラブ「タイ」への会長就任式と贈呈事業に参加
できました。

２．下半期活動計画
・「出前授業」の準備と実施。
・おひさま食堂の月１回開催を実現。
・トロント世界大会への登録と参加への働きかけ。
・ミニバスケットボール大会「水戸南ロータリークラブ
杯」の開催。
・奉仕プロジェクト委員会として、創立45周年記念事
業に向け、クラブに協力する。

職業奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１．上半期実績
①『四つのテスト』を例会場に掲示しました。
②９月に『茨城県庁舎及び県議会議事堂』へ職場訪問を
行いました。

２．下半期活動計画
①引き続き『四つのテスト』を例会場に掲示します。
②青少年奉仕委員会と連携して『出前授業』を実施します。

社会奉仕委員会
委員長　河野　正政

１．上半期実績
・水戸周辺地域と学校関係者及び未来のロータリアンに
奉仕活動の素晴らしい意義と周知、更に地域への貢献
を願い、8月23日水戸市立千波小学校へ緞帳（袖２
本及び一文字幕）の寄贈を行い、10月13日㈮例会に
水戸市長をお招きして贈呈式を行いました。
・会員自ら身体を動かして身近な奉仕活動として、おひ
さま食堂の実施を行いました。
　第７回　７月22日㈯　赤塚市民センター
　　　　　会員21名参加

　第８回　９月23日㈯　緑岡市民センター
　　　　　会員19名参加
　第９回　10月28日㈯　赤塚市民センター
　　　　　会員17名参加
　第10回　12月23日㈯　緑岡市民センター
　　　　　会員18名参加

２．下半期活動計画
・おひさま食堂（５回予定）を実施します。

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
　10月７日から９日の３日間でライラセミナーが県立
児童センターこどもの城（大洗）にて開催された。当ク
ラブ、米山奨学生の章琳さんに参加を呼びかけ、３日
間、有意義なセミナーを経験し、後日、例会にて感想等
を発表して頂いた。
　青少年交換プログラムの募集周知等の活動をした。

２．下半期活動計画
　２月に開催される、水戸南RC杯ミニバスケットボー
ル大会を無事に成功するように、準備、活動をする。
　インターアクト・ローターアクト等の会員への理解へ
の情報活動をしていく。
　職業奉仕委員会との連携での、学校訪問《出前授業》
の活動支援をしていく。

国際奉仕委員会
委員長　石川　啓司

改めて事業計画は
①友好クラブのタイのシーロムロータリークラブの会長就任
式に参加する。

②友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参加する。
③友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地方の学
校・病院への浄水設備・人工透析機の贈呈式・現地視察に
参加する。

④他クラブの行う、国際奉仕活動この指とまれ事業にできる
だけ協力する。

⑤創立45周年記念事業（国際奉仕部門）に向けクラブに協
力する。

⑥トロントで開催される2017-18年度ロータリー国際大会
に多くの会員が参加できるように宣伝・努力する。

１．上半期実績
①７月、友好地区、第3350地区のパツムワンRC会長
就任式に参加しました。

②７月、友好クラブのタイのシーロムRC会長就任式に
参加しました。

③７月、友好クラブのシーロムRC との世界社会奉仕プ
ロジェクトでタイ国チャンタブリー県ターチャン市へ
の中古消防自動車等の贈呈式典に参加しました。

④７月、第3350地区タイへのロータリー財団グローバ
ル補助金活用の地方の病院へ医療施設の現地視察を行
いました。

⑤８月、地区国際奉仕セミナーにて、2017-18年度水
戸南RC提唱の世界社会奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「中古消防自動車贈呈プロジェクト」協力へのプ
レゼンテーションを行いました。

⑥2017-18年度「中古消防自動車贈呈プロジェクト」
のため、水戸市から中古消防自動車の譲り受けをいた
だき水戸陸運支局での輸出予定証明書発行の手続きを

行いました。
⑦他クラブの行う、国際奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「この指とまれ事業」地区内６クラブ全てに支援
しました。

⑧創立45周年記念式典に向け海外友好クラブに対する
案内状を作成しました。

⑨トロントで開催される2017-18年度ロータリー国際
大会に多くの会員が参加できるように宣伝・努力しま
した。

⑩12月、地区国際奉仕セミナーにて、2017-18年度
水戸南RC提唱の世界社会奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「中古消防自動車贈呈プロジェクト」への18万
円の支援金をいただきました。

⑪12月、友好クラブの高松西ロータリークラブにて、
2017-18年度水戸南RC（支援国側のプライマリーク
ラブ）としての、グローバル補助金事業GG1862960 
Understanding, the basics of prevention 
services, and treatment of diseaseへの協力
要請を行い、RI3670地区より3000ドルのDDF支
援の確約をいただきました。

⑫プログラム委員会支援のための12月の疾病予防と治
療月間卓話講師への山崎清パストガバナーへの働きか
けを行いました。

２．下半期活動計画
①１月26日から日本ロータリー財団NIDS活動（イン
ドポリオワクチン一斉投与）ツアーへの参加。

②水戸市消防本部への中古消防自動車贈呈プロジェクト
の報告。

③プログラム委員会支援のための２月の平和と紛争予防
／紛争解決月間卓話講師の招聘活動。

④事業計画　WCS中古消防自動車贈呈プロジェクトと
グローバル補助金GG1862960 Understanding, 
the basics of prevention services, and 
treatment of disease遂行のために合同情報集会
の実施。

⑤WCS中古消防自動車贈呈プロジェクトとグローバル
補助金GG1862960 Understanding, the basics 
of prevention services, and treatment of 
diseaseの実施のための書類作成と調整、推進、実
施。

⑥引き続き、トロント世界大会への登録と参加への会員
への働きかけ。

　ご協力・ご支援お願いします。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１．上半期実績
　９月22日清州西原RCへ創立45周年記念式典への案
内状を持参しました。
　９月23日日韓親善会議に参加しました。
　12月７日～８日高松西RCへ創立45周年記念式典へ
の案内状を持参しました。

２．下半期活動計画
　創立45周年記念式典へ参加する各姉妹・友好クラブ
との打ち合わせを行います。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
⑴例会毎に、財団への寄付を呼びかけました。

⑵12月10日に開催された社会奉仕・ロータリー財団合
同研修セミナーに参加。

２．下半期活動計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター(1,000ドル寄付)は１名以上目標
⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である寄付
を有効に活用できるよう、奉仕委員会と協力し、地区
補助金申請等を行う。

　上記、年間目標を達成出来る様に、会員の皆様にご理解と
ご協力をお願いします。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
　米山記念奨学委員会としまして、窓口活動にて皆様に
寄付を呼びかけてまいりました。上半期の特別寄付金の
実績ですが目標に対して現時点で87.9％の達成をご報
告いたします。
　米山月間には菊池総括委員長をお招きし、ゲスト卓話
の実施を致しております。
　また、奨学生にはRYLAや学友行事等などにも積極
的に参加していただいております。

２．下半期活動計画
　下期活動計画としましては、より充実した窓口活動で
地区目標に近づけるよう努力いたします。
　奨学生には例会への出席はもとより、学友活動等など
にも参加していただき、良い報告ができるようサポート
してまいりたいと思います。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

１．上半期実績
　目標額１名３万円×99名（平成29年12月22日在
籍）2,970,000円に対し累計額1,106,000円の37％
の達成率でした。

２．下半期活動計画
　ニコニコBOX寄付金の奉仕活動への使い道をPR
し、また個人の寄付状況を伝えて行き寄付の協力にお声
を掛けて行きたい。
　個人目標を達成者への記念品の贈呈をして行きたい。

会計委員会
委員長　神代　学光

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
・会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努める。

・事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
・効果的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均衡を
各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支
払いを行う。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
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上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
雑誌委員会

委員長　深谷　　智
１．上半期実績
⑴毎月、第１例会において「ロータリーの友」のおすす
め記事の案内をする。
⑵ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータリー
の友」の購読についてクラブ内で話す場を作る。

２．下半期活動計画
⑴毎月、第１例会において「ロータリーの友」のおすす
め記事の案内をする。
⑵「ロータリーの友」へ投稿し、掲載されるよう努める。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

１．上半期実績
・各委員会が、予定通り進行出来た上半期であったと思
われます。
・おひさま食堂を、月１回予定をしておりましたが、２
回ほど都合がつかず実施できませんでした。
・米山奨学生がライラに参加したことは、大きな実績と
なりました。
・水戸南ロータリークラブ創立45周年記念事業の準備
として、姉妹・友好クラブへの案内状を持参できまし
た。
・友好クラブ「タイ」への会長就任式と贈呈事業に参加
できました。

２．下半期活動計画
・「出前授業」の準備と実施。
・おひさま食堂の月１回開催を実現。
・トロント世界大会への登録と参加への働きかけ。
・ミニバスケットボール大会「水戸南ロータリークラブ
杯」の開催。
・奉仕プロジェクト委員会として、創立45周年記念事
業に向け、クラブに協力する。

職業奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１．上半期実績
①『四つのテスト』を例会場に掲示しました。
②９月に『茨城県庁舎及び県議会議事堂』へ職場訪問を
行いました。

２．下半期活動計画
①引き続き『四つのテスト』を例会場に掲示します。
②青少年奉仕委員会と連携して『出前授業』を実施します。

社会奉仕委員会
委員長　河野　正政

１．上半期実績
・水戸周辺地域と学校関係者及び未来のロータリアンに
奉仕活動の素晴らしい意義と周知、更に地域への貢献
を願い、8月23日水戸市立千波小学校へ緞帳（袖２
本及び一文字幕）の寄贈を行い、10月13日㈮例会に
水戸市長をお招きして贈呈式を行いました。
・会員自ら身体を動かして身近な奉仕活動として、おひ
さま食堂の実施を行いました。
　第７回　７月22日㈯　赤塚市民センター
　　　　　会員21名参加

　第８回　９月23日㈯　緑岡市民センター
　　　　　会員19名参加
　第９回　10月28日㈯　赤塚市民センター
　　　　　会員17名参加
　第10回　12月23日㈯　緑岡市民センター
　　　　　会員18名参加

２．下半期活動計画
・おひさま食堂（５回予定）を実施します。

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
　10月７日から９日の３日間でライラセミナーが県立
児童センターこどもの城（大洗）にて開催された。当ク
ラブ、米山奨学生の章琳さんに参加を呼びかけ、３日
間、有意義なセミナーを経験し、後日、例会にて感想等
を発表して頂いた。
　青少年交換プログラムの募集周知等の活動をした。

２．下半期活動計画
　２月に開催される、水戸南RC杯ミニバスケットボー
ル大会を無事に成功するように、準備、活動をする。
　インターアクト・ローターアクト等の会員への理解へ
の情報活動をしていく。
　職業奉仕委員会との連携での、学校訪問《出前授業》
の活動支援をしていく。

国際奉仕委員会
委員長　石川　啓司

改めて事業計画は
①友好クラブのタイのシーロムロータリークラブの会長就任
式に参加する。

②友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参加する。
③友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地方の学
校・病院への浄水設備・人工透析機の贈呈式・現地視察に
参加する。

④他クラブの行う、国際奉仕活動この指とまれ事業にできる
だけ協力する。

⑤創立45周年記念事業（国際奉仕部門）に向けクラブに協
力する。

⑥トロントで開催される2017-18年度ロータリー国際大会
に多くの会員が参加できるように宣伝・努力する。

１．上半期実績
①７月、友好地区、第3350地区のパツムワンRC会長
就任式に参加しました。

②７月、友好クラブのタイのシーロムRC会長就任式に
参加しました。

③７月、友好クラブのシーロムRC との世界社会奉仕プ
ロジェクトでタイ国チャンタブリー県ターチャン市へ
の中古消防自動車等の贈呈式典に参加しました。

④７月、第3350地区タイへのロータリー財団グローバ
ル補助金活用の地方の病院へ医療施設の現地視察を行
いました。

⑤８月、地区国際奉仕セミナーにて、2017-18年度水
戸南RC提唱の世界社会奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「中古消防自動車贈呈プロジェクト」協力へのプ
レゼンテーションを行いました。

⑥2017-18年度「中古消防自動車贈呈プロジェクト」
のため、水戸市から中古消防自動車の譲り受けをいた
だき水戸陸運支局での輸出予定証明書発行の手続きを

行いました。
⑦他クラブの行う、国際奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「この指とまれ事業」地区内６クラブ全てに支援
しました。

⑧創立45周年記念式典に向け海外友好クラブに対する
案内状を作成しました。

⑨トロントで開催される2017-18年度ロータリー国際
大会に多くの会員が参加できるように宣伝・努力しま
した。

⑩12月、地区国際奉仕セミナーにて、2017-18年度
水戸南RC提唱の世界社会奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「中古消防自動車贈呈プロジェクト」への18万
円の支援金をいただきました。

⑪12月、友好クラブの高松西ロータリークラブにて、
2017-18年度水戸南RC（支援国側のプライマリーク
ラブ）としての、グローバル補助金事業GG1862960 
Understanding, the basics of prevention 
services, and treatment of diseaseへの協力
要請を行い、RI3670地区より3000ドルのDDF支
援の確約をいただきました。

⑫プログラム委員会支援のための12月の疾病予防と治
療月間卓話講師への山崎清パストガバナーへの働きか
けを行いました。

２．下半期活動計画
①１月26日から日本ロータリー財団NIDS活動（イン
ドポリオワクチン一斉投与）ツアーへの参加。

②水戸市消防本部への中古消防自動車贈呈プロジェクト
の報告。

③プログラム委員会支援のための２月の平和と紛争予防
／紛争解決月間卓話講師の招聘活動。

④事業計画　WCS中古消防自動車贈呈プロジェクトと
グローバル補助金GG1862960 Understanding, 
the basics of prevention services, and 
treatment of disease遂行のために合同情報集会
の実施。

⑤WCS中古消防自動車贈呈プロジェクトとグローバル
補助金GG1862960 Understanding, the basics 
of prevention services, and treatment of 
diseaseの実施のための書類作成と調整、推進、実
施。

⑥引き続き、トロント世界大会への登録と参加への会員
への働きかけ。

　ご協力・ご支援お願いします。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１．上半期実績
　９月22日清州西原RCへ創立45周年記念式典への案
内状を持参しました。
　９月23日日韓親善会議に参加しました。
　12月７日～８日高松西RCへ創立45周年記念式典へ
の案内状を持参しました。

２．下半期活動計画
　創立45周年記念式典へ参加する各姉妹・友好クラブ
との打ち合わせを行います。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
⑴例会毎に、財団への寄付を呼びかけました。

⑵12月10日に開催された社会奉仕・ロータリー財団合
同研修セミナーに参加。

２．下半期活動計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター(1,000ドル寄付)は１名以上目標
⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である寄付
を有効に活用できるよう、奉仕委員会と協力し、地区
補助金申請等を行う。

　上記、年間目標を達成出来る様に、会員の皆様にご理解と
ご協力をお願いします。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
　米山記念奨学委員会としまして、窓口活動にて皆様に
寄付を呼びかけてまいりました。上半期の特別寄付金の
実績ですが目標に対して現時点で87.9％の達成をご報
告いたします。
　米山月間には菊池総括委員長をお招きし、ゲスト卓話
の実施を致しております。
　また、奨学生にはRYLAや学友行事等などにも積極
的に参加していただいております。

２．下半期活動計画
　下期活動計画としましては、より充実した窓口活動で
地区目標に近づけるよう努力いたします。
　奨学生には例会への出席はもとより、学友活動等など
にも参加していただき、良い報告ができるようサポート
してまいりたいと思います。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

１．上半期実績
　目標額１名３万円×99名（平成29年12月22日在
籍）2,970,000円に対し累計額1,106,000円の37％
の達成率でした。

２．下半期活動計画
　ニコニコBOX寄付金の奉仕活動への使い道をPR
し、また個人の寄付状況を伝えて行き寄付の協力にお声
を掛けて行きたい。
　個人目標を達成者への記念品の贈呈をして行きたい。

会計委員会
委員長　神代　学光

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
・会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努める。

・事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
・効果的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均衡を
各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支
払いを行う。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
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上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ



雑誌委員会
委員長　深谷　　智

１．上半期実績
⑴毎月、第１例会において「ロータリーの友」のおすす
め記事の案内をする。

⑵ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータリー
の友」の購読についてクラブ内で話す場を作る。

２．下半期活動計画
⑴毎月、第１例会において「ロータリーの友」のおすす
め記事の案内をする。

⑵「ロータリーの友」へ投稿し、掲載されるよう努める。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

１．上半期実績
・各委員会が、予定通り進行出来た上半期であったと思
われます。

・おひさま食堂を、月１回予定をしておりましたが、２
回ほど都合がつかず実施できませんでした。

・米山奨学生がライラに参加したことは、大きな実績と
なりました。

・水戸南ロータリークラブ創立45周年記念事業の準備
として、姉妹・友好クラブへの案内状を持参できまし
た。

・友好クラブ「タイ」への会長就任式と贈呈事業に参加
できました。

２．下半期活動計画
・「出前授業」の準備と実施。
・おひさま食堂の月１回開催を実現。
・トロント世界大会への登録と参加への働きかけ。
・ミニバスケットボール大会「水戸南ロータリークラブ
杯」の開催。

・奉仕プロジェクト委員会として、創立45周年記念事
業に向け、クラブに協力する。

職業奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１．上半期実績
①『四つのテスト』を例会場に掲示しました。
②９月に『茨城県庁舎及び県議会議事堂』へ職場訪問を
行いました。

２．下半期活動計画
①引き続き『四つのテスト』を例会場に掲示します。
②青少年奉仕委員会と連携して『出前授業』を実施します。

社会奉仕委員会
委員長　河野　正政

１．上半期実績
・水戸周辺地域と学校関係者及び未来のロータリアンに
奉仕活動の素晴らしい意義と周知、更に地域への貢献
を願い、8月23日水戸市立千波小学校へ緞帳（袖２
本及び一文字幕）の寄贈を行い、10月13日㈮例会に
水戸市長をお招きして贈呈式を行いました。

・会員自ら身体を動かして身近な奉仕活動として、おひ
さま食堂の実施を行いました。

　第７回　７月22日㈯　赤塚市民センター
　　　　　会員21名参加

　第８回　９月23日㈯　緑岡市民センター
　　　　　会員19名参加
　第９回　10月28日㈯　赤塚市民センター
　　　　　会員17名参加
　第10回　12月23日㈯　緑岡市民センター
　　　　　会員18名参加

２．下半期活動計画
・おひさま食堂（５回予定）を実施します。

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
　10月７日から９日の３日間でライラセミナーが県立
児童センターこどもの城（大洗）にて開催された。当ク
ラブ、米山奨学生の章琳さんに参加を呼びかけ、３日
間、有意義なセミナーを経験し、後日、例会にて感想等
を発表して頂いた。
　青少年交換プログラムの募集周知等の活動をした。

２．下半期活動計画
　２月に開催される、水戸南RC杯ミニバスケットボー
ル大会を無事に成功するように、準備、活動をする。
　インターアクト・ローターアクト等の会員への理解へ
の情報活動をしていく。
　職業奉仕委員会との連携での、学校訪問《出前授業》
の活動支援をしていく。

国際奉仕委員会
委員長　石川　啓司

改めて事業計画は
①友好クラブのタイのシーロムロータリークラブの会長就任
式に参加する。

②友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参加する。
③友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地方の学
校・病院への浄水設備・人工透析機の贈呈式・現地視察に
参加する。

④他クラブの行う、国際奉仕活動この指とまれ事業にできる
だけ協力する。

⑤創立45周年記念事業（国際奉仕部門）に向けクラブに協
力する。

⑥トロントで開催される2017-18年度ロータリー国際大会
に多くの会員が参加できるように宣伝・努力する。

１．上半期実績
①７月、友好地区、第3350地区のパツムワンRC会長
就任式に参加しました。

②７月、友好クラブのタイのシーロムRC会長就任式に
参加しました。

③７月、友好クラブのシーロムRC との世界社会奉仕プ
ロジェクトでタイ国チャンタブリー県ターチャン市へ
の中古消防自動車等の贈呈式典に参加しました。

④７月、第3350地区タイへのロータリー財団グローバ
ル補助金活用の地方の病院へ医療施設の現地視察を行
いました。

⑤８月、地区国際奉仕セミナーにて、2017-18年度水
戸南RC提唱の世界社会奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「中古消防自動車贈呈プロジェクト」協力へのプ
レゼンテーションを行いました。

⑥2017-18年度「中古消防自動車贈呈プロジェクト」
のため、水戸市から中古消防自動車の譲り受けをいた
だき水戸陸運支局での輸出予定証明書発行の手続きを

行いました。
⑦他クラブの行う、国際奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「この指とまれ事業」地区内６クラブ全てに支援
しました。
⑧創立45周年記念式典に向け海外友好クラブに対する
案内状を作成しました。
⑨トロントで開催される2017-18年度ロータリー国際
大会に多くの会員が参加できるように宣伝・努力しま
した。
⑩12月、地区国際奉仕セミナーにて、2017-18年度
水戸南RC提唱の世界社会奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「中古消防自動車贈呈プロジェクト」への18万
円の支援金をいただきました。
⑪12月、友好クラブの高松西ロータリークラブにて、
2017-18年度水戸南RC（支援国側のプライマリーク
ラブ）としての、グローバル補助金事業GG1862960 
Understanding, the basics of prevention 
services, and treatment of diseaseへの協力
要請を行い、RI3670地区より3000ドルのDDF支
援の確約をいただきました。
⑫プログラム委員会支援のための12月の疾病予防と治
療月間卓話講師への山崎清パストガバナーへの働きか
けを行いました。

２．下半期活動計画
①１月26日から日本ロータリー財団NIDS活動（イン
ドポリオワクチン一斉投与）ツアーへの参加。
②水戸市消防本部への中古消防自動車贈呈プロジェクト
の報告。
③プログラム委員会支援のための２月の平和と紛争予防
／紛争解決月間卓話講師の招聘活動。
④事業計画　WCS中古消防自動車贈呈プロジェクトと
グローバル補助金GG1862960 Understanding, 
the basics of prevention services, and 
treatment of disease遂行のために合同情報集会
の実施。
⑤WCS中古消防自動車贈呈プロジェクトとグローバル
補助金GG1862960 Understanding, the basics 
of prevention services, and treatment of 
diseaseの実施のための書類作成と調整、推進、実
施。
⑥引き続き、トロント世界大会への登録と参加への会員
への働きかけ。

　ご協力・ご支援お願いします。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１．上半期実績
　９月22日清州西原RCへ創立45周年記念式典への案
内状を持参しました。
　９月23日日韓親善会議に参加しました。
　12月７日～８日高松西RCへ創立45周年記念式典へ
の案内状を持参しました。

２．下半期活動計画
　創立45周年記念式典へ参加する各姉妹・友好クラブ
との打ち合わせを行います。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
⑴例会毎に、財団への寄付を呼びかけました。

⑵12月10日に開催された社会奉仕・ロータリー財団合
同研修セミナーに参加。

２．下半期活動計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター(1,000ドル寄付)は１名以上目標
⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である寄付
を有効に活用できるよう、奉仕委員会と協力し、地区
補助金申請等を行う。

　上記、年間目標を達成出来る様に、会員の皆様にご理解と
ご協力をお願いします。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
　米山記念奨学委員会としまして、窓口活動にて皆様に
寄付を呼びかけてまいりました。上半期の特別寄付金の
実績ですが目標に対して現時点で87.9％の達成をご報
告いたします。
　米山月間には菊池総括委員長をお招きし、ゲスト卓話
の実施を致しております。
　また、奨学生にはRYLAや学友行事等などにも積極
的に参加していただいております。

２．下半期活動計画
　下期活動計画としましては、より充実した窓口活動で
地区目標に近づけるよう努力いたします。
　奨学生には例会への出席はもとより、学友活動等など
にも参加していただき、良い報告ができるようサポート
してまいりたいと思います。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

１．上半期実績
　目標額１名３万円×99名（平成29年12月22日在
籍）2,970,000円に対し累計額1,106,000円の37％
の達成率でした。

２．下半期活動計画
　ニコニコBOX寄付金の奉仕活動への使い道をPR
し、また個人の寄付状況を伝えて行き寄付の協力にお声
を掛けて行きたい。
　個人目標を達成者への記念品の贈呈をして行きたい。

会計委員会
委員長　神代　学光

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
・会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努める。

・事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
・効果的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均衡を
各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支
払いを行う。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
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上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
雑誌委員会

委員長　深谷　　智
１．上半期実績
⑴毎月、第１例会において「ロータリーの友」のおすす
め記事の案内をする。

⑵ロータリアンの三大義務のひとつである「ロータリー
の友」の購読についてクラブ内で話す場を作る。

２．下半期活動計画
⑴毎月、第１例会において「ロータリーの友」のおすす
め記事の案内をする。

⑵「ロータリーの友」へ投稿し、掲載されるよう努める。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

１．上半期実績
・各委員会が、予定通り進行出来た上半期であったと思
われます。

・おひさま食堂を、月１回予定をしておりましたが、２
回ほど都合がつかず実施できませんでした。

・米山奨学生がライラに参加したことは、大きな実績と
なりました。

・水戸南ロータリークラブ創立45周年記念事業の準備
として、姉妹・友好クラブへの案内状を持参できまし
た。

・友好クラブ「タイ」への会長就任式と贈呈事業に参加
できました。

２．下半期活動計画
・「出前授業」の準備と実施。
・おひさま食堂の月１回開催を実現。
・トロント世界大会への登録と参加への働きかけ。
・ミニバスケットボール大会「水戸南ロータリークラブ
杯」の開催。

・奉仕プロジェクト委員会として、創立45周年記念事
業に向け、クラブに協力する。

職業奉仕委員会
委員長　米森　　厚

１．上半期実績
①『四つのテスト』を例会場に掲示しました。
②９月に『茨城県庁舎及び県議会議事堂』へ職場訪問を
行いました。

２．下半期活動計画
①引き続き『四つのテスト』を例会場に掲示します。
②青少年奉仕委員会と連携して『出前授業』を実施します。

社会奉仕委員会
委員長　河野　正政

１．上半期実績
・水戸周辺地域と学校関係者及び未来のロータリアンに
奉仕活動の素晴らしい意義と周知、更に地域への貢献
を願い、8月23日水戸市立千波小学校へ緞帳（袖２
本及び一文字幕）の寄贈を行い、10月13日㈮例会に
水戸市長をお招きして贈呈式を行いました。

・会員自ら身体を動かして身近な奉仕活動として、おひ
さま食堂の実施を行いました。

　第７回　７月22日㈯　赤塚市民センター
　　　　　会員21名参加

　第８回　９月23日㈯　緑岡市民センター
　　　　　会員19名参加
　第９回　10月28日㈯　赤塚市民センター
　　　　　会員17名参加
　第10回　12月23日㈯　緑岡市民センター
　　　　　会員18名参加

２．下半期活動計画
・おひさま食堂（５回予定）を実施します。

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
　10月７日から９日の３日間でライラセミナーが県立
児童センターこどもの城（大洗）にて開催された。当ク
ラブ、米山奨学生の章琳さんに参加を呼びかけ、３日
間、有意義なセミナーを経験し、後日、例会にて感想等
を発表して頂いた。
　青少年交換プログラムの募集周知等の活動をした。

２．下半期活動計画
　２月に開催される、水戸南RC杯ミニバスケットボー
ル大会を無事に成功するように、準備、活動をする。
　インターアクト・ローターアクト等の会員への理解へ
の情報活動をしていく。
　職業奉仕委員会との連携での、学校訪問《出前授業》
の活動支援をしていく。

国際奉仕委員会
委員長　石川　啓司

改めて事業計画は
①友好クラブのタイのシーロムロータリークラブの会長就任
式に参加する。

②友好地区タイへ廃車消防自動車等の贈呈事業に参加する。
③友好地区タイへの財団グローバル補助金活用の地方の学
校・病院への浄水設備・人工透析機の贈呈式・現地視察に
参加する。

④他クラブの行う、国際奉仕活動この指とまれ事業にできる
だけ協力する。

⑤創立45周年記念事業（国際奉仕部門）に向けクラブに協
力する。

⑥トロントで開催される2017-18年度ロータリー国際大会
に多くの会員が参加できるように宣伝・努力する。

１．上半期実績
①７月、友好地区、第3350地区のパツムワンRC会長
就任式に参加しました。

②７月、友好クラブのタイのシーロムRC会長就任式に
参加しました。

③７月、友好クラブのシーロムRC との世界社会奉仕プ
ロジェクトでタイ国チャンタブリー県ターチャン市へ
の中古消防自動車等の贈呈式典に参加しました。

④７月、第3350地区タイへのロータリー財団グローバ
ル補助金活用の地方の病院へ医療施設の現地視察を行
いました。

⑤８月、地区国際奉仕セミナーにて、2017-18年度水
戸南RC提唱の世界社会奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「中古消防自動車贈呈プロジェクト」協力へのプ
レゼンテーションを行いました。

⑥2017-18年度「中古消防自動車贈呈プロジェクト」
のため、水戸市から中古消防自動車の譲り受けをいた
だき水戸陸運支局での輸出予定証明書発行の手続きを

行いました。
⑦他クラブの行う、国際奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「この指とまれ事業」地区内６クラブ全てに支援
しました。
⑧創立45周年記念式典に向け海外友好クラブに対する
案内状を作成しました。
⑨トロントで開催される2017-18年度ロータリー国際
大会に多くの会員が参加できるように宣伝・努力しま
した。
⑩12月、地区国際奉仕セミナーにて、2017-18年度
水戸南RC提唱の世界社会奉仕（世界社会奉仕　WCS）
活動「中古消防自動車贈呈プロジェクト」への18万
円の支援金をいただきました。
⑪12月、友好クラブの高松西ロータリークラブにて、
2017-18年度水戸南RC（支援国側のプライマリーク
ラブ）としての、グローバル補助金事業GG1862960 
Understanding, the basics of prevention 
services, and treatment of diseaseへの協力
要請を行い、RI3670地区より3000ドルのDDF支
援の確約をいただきました。
⑫プログラム委員会支援のための12月の疾病予防と治
療月間卓話講師への山崎清パストガバナーへの働きか
けを行いました。

２．下半期活動計画
①１月26日から日本ロータリー財団NIDS活動（イン
ドポリオワクチン一斉投与）ツアーへの参加。
②水戸市消防本部への中古消防自動車贈呈プロジェクト
の報告。
③プログラム委員会支援のための２月の平和と紛争予防
／紛争解決月間卓話講師の招聘活動。
④事業計画　WCS中古消防自動車贈呈プロジェクトと
グローバル補助金GG1862960 Understanding, 
the basics of prevention services, and 
treatment of disease遂行のために合同情報集会
の実施。
⑤WCS中古消防自動車贈呈プロジェクトとグローバル
補助金GG1862960 Understanding, the basics 
of prevention services, and treatment of 
diseaseの実施のための書類作成と調整、推進、実
施。
⑥引き続き、トロント世界大会への登録と参加への会員
への働きかけ。

　ご協力・ご支援お願いします。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１．上半期実績
　９月22日清州西原RCへ創立45周年記念式典への案
内状を持参しました。
　９月23日日韓親善会議に参加しました。
　12月７日～８日高松西RCへ創立45周年記念式典へ
の案内状を持参しました。

２．下半期活動計画
　創立45周年記念式典へ参加する各姉妹・友好クラブ
との打ち合わせを行います。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
⑴例会毎に、財団への寄付を呼びかけました。

⑵12月10日に開催された社会奉仕・ロータリー財団合
同研修セミナーに参加。

２．下半期活動計画
⑴財団寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター(1,000ドル寄付)は１名以上目標
⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である寄付
を有効に活用できるよう、奉仕委員会と協力し、地区
補助金申請等を行う。

　上記、年間目標を達成出来る様に、会員の皆様にご理解と
ご協力をお願いします。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
　米山記念奨学委員会としまして、窓口活動にて皆様に
寄付を呼びかけてまいりました。上半期の特別寄付金の
実績ですが目標に対して現時点で87.9％の達成をご報
告いたします。
　米山月間には菊池総括委員長をお招きし、ゲスト卓話
の実施を致しております。
　また、奨学生にはRYLAや学友行事等などにも積極
的に参加していただいております。

２．下半期活動計画
　下期活動計画としましては、より充実した窓口活動で
地区目標に近づけるよう努力いたします。
　奨学生には例会への出席はもとより、学友活動等など
にも参加していただき、良い報告ができるようサポート
してまいりたいと思います。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

１．上半期実績
　目標額１名３万円×99名（平成29年12月22日在
籍）2,970,000円に対し累計額1,106,000円の37％
の達成率でした。

２．下半期活動計画
　ニコニコBOX寄付金の奉仕活動への使い道をPR
し、また個人の寄付状況を伝えて行き寄付の協力にお声
を掛けて行きたい。
　個人目標を達成者への記念品の贈呈をして行きたい。

会計委員会
委員長　神代　学光

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
・会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努める。

・事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
・効果的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均衡を
各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支
払いを行う。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
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上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ



おひさま食堂
１月27日、赤塚市民センターで開催されたおひさま食堂には45名のお客様にご来場頂きました。ボ
ランティアの子供たちも大活躍でした。

野球部新年安全必勝祈願
今年も皆さんの無病息災と活躍を祈願してきました。

「１月誕生祝」お誕生日をお迎えの皆様 おめでとうございます。

幹幹 事事 報報 告告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

平和と紛争予防・紛争解決月間

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

焼八寸　菜の花たらこ和え　鰆木の芽焼き　玉子焼き

　　　　茸みぞれ和え　つの字海老　鶏山椒焼き　焼板

揚　物　天婦羅

　　　　公魚　うるい　海老　舞茸

煮　物　飛龍頭　里芋　梅人参　蓬麩　隠元

食　事　俵押し　奈良漬　　お　椀　赤出汁

会食メニュー

２月のロータリーレート
１ドル＝110円

１月27日㈯ 第11回「おひさま食堂」参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（12名）
原口一吉、川﨑英樹、金原和美、小泉正史、
水越光男、奈良早苗、岡村太郎、斎藤孝夫、
鈴木憲一、鈴木由紀子、宇留野秀一、米田英雄

創立45周年記念式典実行委員会（式典）が開催されます。
日　時：２月６日㈫　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　泉町2-3-2　TEL.302-1010
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります。）

1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：２月14日㈬　18:30～
場　所：でん助　大工町1-6-18　TEL.221-8987
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります。）

水戸市内RC例会変更
水戸東RC…２月８日㈭

於 茨城県立水戸高等特別支援学校

水戸南RC例会変更
夜例会に変更　３月23日㈮　12:30⇒18:30
昼例会に変更　３月30日㈮　18:30⇒12:30
水戸さくらRCとの合同例会変更

５月21日㈪⇒４月23日㈪　18:30
水戸さくらRCとの合同例会振替の為

５月21日㈪⇒５月18日㈮　12:30
通常例会

次回例会日程
日　時：２月９日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「平和と紛争予防・紛争解決月間に
　　　　　　　因んで～国境なき医師団での活動」

　水戸赤十字病院　第二消化器外科部長
捨田利外茂夫 氏

１

２

３

４

５

６

７

前　週訂正出席率63.83％
前々週訂正出席率71.74％97名 50名 47名 56.18％１月第４例会（１月26日）

出席状況

■財団BOX（１月26日（金）扱）
粂田信行会員……財団の友献金（第７回）

$100　11,400円（累計$4,700）
市毛純一会員……財団の友献金（第５回）

$100　11,400円（累計$4,500）

この計　　　２件　　　$200　　　22,800円

笹館康男会員……
人見光一会員……
一毛裕之会員……
深谷　智会員……

川﨑紀子会員……

宇留野秀一会員…

田村　大会員……

高梨博行会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（１月26日（金）扱）

この計　　　 9件　　　 30,000円
月　計　　　 50件　　　 224,000円
累　計　　　355件　　　1,330,000円

■会員メークアップ
１/26～２/１　ポリオ撲滅プロジェクト　　石川啓司
１/29　北海道2500REC　　野口英壽

■米山BOX（１月26日（金）扱）
長洲雅彦会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計160,000円）

この計　　　１件　　　10,000円

誕生祝い有難うございます。
月曜日の夕方は子供と雪だるまを作っていました。
誕生祝い有難うございました。
インフルエンザで学級閉鎖が多数出ています。皆
さんも体に気をつけてお過ごし下さい。
先週インフルエンザになりました。皆さんも気を
つけて下さい。又、遅れましたが新年家族例会で
は親睦活動委員会の皆様、お疲れ様でした。
大変寒い中ですが、明日のおひさま食堂、宜しく
お願いします。
大雪の日にフジテレビのロケに協力しました。出
演は残念ながら、させてもらえませんでした。
本年も宜しくお願い致します。先週、社員一堂で
毎年恒例の伊勢参拝をしてきました。今年も頑張
りたいと思います。
これからインドの首都デリーで行われるポリオ撲
滅プロジェクトに参加して参ります。

２月第１例会プログラム
2018年２月２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 川﨑英輝会員
 5. 雑誌の時間 雑誌委員会
 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. クラブ協議会
「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ」
会員選考、雑誌、奉仕プロジェクト、職業奉仕、
社会奉仕、国際奉仕、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

１月第４例会 １月26日（金）
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日　時　平成30年１月29日㈪　18:30～
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　　及川　譲　　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　　金原和美
　　　　　川﨑英輝
メークアップ　松本隆史　　髙野　賢

議事・決議事項 
①２月・３月プログラムについて 《承認》
②次年度委員会編成について 《承認》
③予算に対する上期状況について 《確認》
④水戸さくらクラブ合同例会日程変更について 《承認》
⑤第11回理事会日程について 《承認》
⑥新旧合同クラブ協議会について 《承認》
⑦広報活動（FMぱるるん番組）について（広報） 《承認》
⑧水戸南RC杯ミニバスケットボール大会について（青少年奉仕） 《承認》
⑨出席アンケート結果について 《確認》
⑩ロータリー財団1＄献金について 《承認》
⑪インターアクトについて 《検討》

保留事項
インターアクトについては、再検討

次回定例理事会
日　時：平成30年２月26日㈪
　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
場　所：海鮮厨房「天天」水戸市泉町2-3-2中央ビルB1
　　　　TEL.302-1010

（メークアップ扱いとなりますので、多数ご参加下さい）

2017-2018年度　第８回定例理事会　議事録


