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平和と紛争予防・紛争解決月間
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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

水戸赤十字病院　第二消化器外科部長　捨田利外茂夫 氏
■ゲスト

水戸さくらRC　池田勇夫会員■ビジター

第16回水戸南RC杯ミニバスケットボール大会
２月12日（月・振休）、水戸市見川総合体育館にて開催さ
れ、無事終了致しました。朝早くから寒い中お手伝い頂い
た会員の皆様ありがとうございました。
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（24名）
水越光男、兼子充裕、深谷　智、軍司由佳、石川啓司、
川﨑紀子、菊池秀機、金原和美、川﨑篤之、小路　實、
河野正政、長洲雅彦、根本　次、及川　譲、岡村太郎、
太田聖史、島根昌明、櫻井盛二、斎藤孝夫、笹館康男、
宇留野秀一、谷島孝明、塩沢富夫、鈴木憲一

１

地区チーム研修セミナー（DTTS）が開催されます。
日　時：３月３日㈯
　　　　本会議13:30～　懇親会18:00～
場　所：水戸プラザホテル（セミナー・懇親会）
出席者：次年度地区役員・地区委員

会長エレクト研修セミナー（PETS）が開催されます。
日　時：３月24日㈯～25日㈰

１日目　本会議10:30～　懇親会17:30～
２日目　9:00～12:00

場　所：水戸プラザホテル（セミナー・懇親会）
宿　泊：ホテル ルートイン 水戸県庁前
出席者：鈴木憲一会長エレクト、外 地区関係者

水戸南RCらくらく連絡網研修セミナーが開催されます。
日　時：２月27日㈫　13:00～
場　所：日宣メディックス本社　事務室
　　　　TEL.248-2344

（メールを送る会員の皆様参加お願いします。メーク
アップ扱いとなります）

委員会合同情報集会（ロータリー財団、姉妹・友好
クラブ交流、国際奉仕）が開催されます。
日　時：３月５日㈪　18:30～
場　所：でん助　水戸市大工町1-6-18　TEL.221-8987
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります）
※本日、ご案内を配布致しますので、出欠のご返信
を石川啓司国際奉仕委員長迄お願い致します。

次回例会日程
日　時：３月２日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「水と衛生月間に因んで」

石川啓司地区国際交流共同日タイ担当委員
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前　週訂正出席率64.52％
前々週訂正出席率73.63％97名 18名 79名 22.22％２月第３例会（２月12日）

出席状況

前　週訂正出席率73.63％
前々週訂正出席率63.04％97名 54名 43名 58.70％２月第２例会（２月９日）

出席状況

■財団BOX（２月９日（金）扱）
小路　實会員……財団の友献金（第９回）

$100　11,000円（累計$2,900）

この計　　　１件　　　$100　　　11,000円

池田勇夫会員（水戸さくらRC）
　　　　　　……

水越光男会員……

長谷川國雄会員…

大原康宏会員……
田口喜三郎会員…

松本隆史会員……

原口一吉会員……

小路　實会員……
石川啓司会員……

久信田秀一会員…
石井邦明会員……

■ニコニコBOX（２月９日（金）扱）

この計　　　11件　　　50,000円

■会員メークアップ
２/３　第６分区IM　　　　　　　長谷川國雄
２/４　（公）ロータリー米山記念奨学会財団設立50周年記念式典

長谷川國雄
２/８　日本REC2650　　　　　河野正政
２/８　次年度戦略計画委員会　　井澤卓司
２/９　北海道2500REC　　　　人見光一

■ゲスト
RI第2820地区ガバナー　　　　　保延輝文 氏（石岡RC）
RI第2820地区ガバナーエレクト　髙橋賢吾 氏（水戸西RC）
第３分区IMリーダー　　　　　　　藤居彰一 氏（日立RC）
公益財団ロータリー米山記念奨学会副理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　塙　東男 氏（笠間RC）
第３分区ガバナー補佐　　　　　　坂倉弘國 氏（笠間RC）
米山学友　　　　　　　　　　　　李　　焱 氏

■会員メークアップ
２/12　ミニバスケットボール大会

水越光男　　兼子充裕　　深谷　智　　軍司由佳
石川啓司　　川﨑紀子　　菊池秀機　　金原和美
川﨑篤之　　河野正政　　長洲雅彦　　根本　次
及川　譲　　岡村太郎　　太田聖史　　島根昌明
櫻井盛二　　宇留野秀一　谷島孝明　　小路　實
斎藤孝夫　　笹館康男　　塩沢富夫　　鈴木憲一

■米山BOX（２月９日（金）扱）
小路　實会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
平山桜子会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

大変お世話になっております。本年も何卒宜しく
お願い申し上げます。
水戸赤十字病院 第二消化器外科部長の捨田利外
茂夫先生、昨日は内視鏡検査お世話様でした。結
果も良くて良かったです。
（公）ロータリー米山記念奨学会の財団法人設立
50周年記念式典に出席して参りました。
フラギス由美子会員が辞めなくなりました！
平昌冬季オリンピックが開幕しました。あの素晴
らしい感動の場面を楽しみましょう。
水戸赤十字病院 第二消化器外科部長の捨田利外
茂夫先生、卓話宜しくお願いします。
今日も健康が守られ、皆様と一緒に例会に参加で
きましたことを感謝します。
久保田規子会員の笑顔につられて！
水戸赤十字病院 第二消化器外科部長の捨田利外
茂夫先生、国境なき医師団活動のお話を頂き有難
うございます。期待しております。
今年も宜しくお願いします。
毎日寒いですが、朝の日の出が少しずつ早くなっ
てきました。春はもうすぐですね。

２月第４例会プログラム
2018年２月23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 橋本　哲会員
 5. 親睦の時間「２月誕生祝」 親睦活動委員会

 ６日 小泉正史　　11日 髙橋伸之
20日 奈良早苗　　24日 米川和利
27日 高梨博行

 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

２月第２例会 ２月９日（金）

２月第３例会 ２月12日（月・振休） 第３分区IM ※2/16㈮例会振替
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第３分区IM　（公）ロータリー米山記念奨学会副理事長　塙東男氏の講演

ロータリーの時間　平山桜子会員
「今度、ぜひ他クラブへメークアップに行きたいです」

　国境なき医師団に参加された経験を写真と共
に語って下さいました。
　医師団の宿舎ながら厳重警備で外にも出られ
ないような場所や砂漠の中の隔絶された場所な
ど、道具や薬品も満足にない過酷なところでの
活動は、困難極まりないものと想像されます。
そして、戦争による負傷や栄養状態が劣悪なた
めに病気になった患者たちの写真は生々しく、
息を飲みました。語りが白熱して時間をだいぶ
オーバーしてしまいましたが、とても衝撃的な
卓話でした。

2018-2019年度地区役員・委員の委嘱状伝達

幹幹 事事 報報 告告
第９回定例理事会が開催されます。
日　時：２月26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

（メークアップとなりますので、多数の出席をお願い致します）

次回例会日程
日　時：２月23日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：２月誕生祝い
　　　　クラブ懇談会
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２月第２例会 ２月９日（金）

２月第３例会 ２月12日（月・振休） 第３分区ＩＭ ※2/16㈮例会振替
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２月12日（月・振休） 第16回水戸南RC杯中央地区ミニバスケットボール大会

卓話「平和と紛争予防・紛争解決月間に因んで
　　　国際援助の実際～国境なき医師団での活動について～」

水戸赤十字病院 第二消化器外科部長　捨田利外茂夫 氏

第16回水戸南RC杯
ミニバスケットボール大会

開会式

第16回水戸南RC杯
ミニバスケットボール大会

開会式

どの試合も手に汗握る好ゲーム！熱戦が繰り広げられました。

茨城ロボッツの大友選手も
授賞式に参加して頂き
子供たちも大興奮でした。
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●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

水戸赤十字病院　第二消化器外科部長　捨田利外茂夫 氏
■ゲスト

水戸さくらRC　池田勇夫会員■ビジター

第16回水戸南RC杯ミニバスケットボール大会
２月12日（月・振休）、水戸市見川総合体育館にて開催さ
れ、無事終了致しました。朝早くから寒い中お手伝い頂い
た会員の皆様ありがとうございました。
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　　　　（24名）
水越光男、兼子充裕、深谷　智、軍司由佳、石川啓司、
川﨑紀子、菊池秀機、金原和美、川﨑篤之、小路　實、
河野正政、長洲雅彦、根本　次、及川　譲、岡村太郎、
太田聖史、島根昌明、櫻井盛二、斎藤孝夫、笹館康男、
宇留野秀一、谷島孝明、塩沢富夫、鈴木憲一
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地区チーム研修セミナー（DTTS）が開催されます。
日　時：３月３日㈯
　　　　本会議13:30～　懇親会18:00～
場　所：水戸プラザホテル（セミナー・懇親会）
出席者：次年度地区役員・地区委員

会長エレクト研修セミナー（PETS）が開催されます。
日　時：３月24日㈯～25日㈰

１日目　本会議10:30～　懇親会17:30～
２日目　9:00～12:00

場　所：水戸プラザホテル（セミナー・懇親会）
宿　泊：ホテル ルートイン 水戸県庁前
出席者：鈴木憲一会長エレクト、外 地区関係者

水戸南RCらくらく連絡網研修セミナーが開催されます。
日　時：２月27日㈫　13:00～
場　所：日宣メディックス本社　事務室
　　　　TEL.248-2344

（メールを送る会員の皆様参加お願いします。メーク
アップ扱いとなります）

委員会合同情報集会（ロータリー財団、姉妹・友好
クラブ交流、国際奉仕）が開催されます。
日　時：３月５日㈪　18:30～
場　所：でん助　水戸市大工町1-6-18　TEL.221-8987
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります）
※本日、ご案内を配布致しますので、出欠のご返信
を石川啓司国際奉仕委員長迄お願い致します。

次回例会日程
日　時：３月２日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「水と衛生月間に因んで」

石川啓司地区国際交流共同日タイ担当委員
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前　週訂正出席率64.52％
前々週訂正出席率73.63％97名 18名 79名 22.22％２月第３例会（２月12日）

出席状況

前　週訂正出席率73.63％
前々週訂正出席率63.04％97名 54名 43名 58.70％２月第２例会（２月９日）

出席状況

■財団BOX（２月９日（金）扱）
小路　實会員……財団の友献金（第９回）

$100　11,000円（累計$2,900）

この計　　　１件　　　$100　　　11,000円

池田勇夫会員（水戸さくらRC）
　　　　　　……

水越光男会員……

長谷川國雄会員…

大原康宏会員……
田口喜三郎会員…

松本隆史会員……

原口一吉会員……

小路　實会員……
石川啓司会員……

久信田秀一会員…
石井邦明会員……

■ニコニコBOX（２月９日（金）扱）

この計　　　11件　　　50,000円

■会員メークアップ
２/３　第６分区IM　　　　　　　長谷川國雄
２/４　（公）ロータリー米山記念奨学会財団設立50周年記念式典

長谷川國雄
２/８　日本REC2650　　　　　河野正政
２/８　次年度戦略計画委員会　　井澤卓司
２/９　北海道2500REC　　　　人見光一

■ゲスト
RI第2820地区ガバナー　　　　　保延輝文 氏（石岡RC）
RI第2820地区ガバナーエレクト　髙橋賢吾 氏（水戸西RC）
第３分区IMリーダー　　　　　　　藤居彰一 氏（日立RC）
公益財団ロータリー米山記念奨学会副理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　塙　東男 氏（笠間RC）
第３分区ガバナー補佐　　　　　　坂倉弘國 氏（笠間RC）
米山学友　　　　　　　　　　　　李　　焱 氏

■会員メークアップ
２/12　ミニバスケットボール大会

水越光男　　兼子充裕　　深谷　智　　軍司由佳
石川啓司　　川﨑紀子　　菊池秀機　　金原和美
川﨑篤之　　河野正政　　長洲雅彦　　根本　次
及川　譲　　岡村太郎　　太田聖史　　島根昌明
櫻井盛二　　宇留野秀一　谷島孝明　　小路　實
斎藤孝夫　　笹館康男　　塩沢富夫　　鈴木憲一

■米山BOX（２月９日（金）扱）
小路　實会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
平山桜子会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

大変お世話になっております。本年も何卒宜しく
お願い申し上げます。
水戸赤十字病院 第二消化器外科部長の捨田利外
茂夫先生、昨日は内視鏡検査お世話様でした。結
果も良くて良かったです。
（公）ロータリー米山記念奨学会の財団法人設立
50周年記念式典に出席して参りました。
フラギス由美子会員が辞めなくなりました！
平昌冬季オリンピックが開幕しました。あの素晴
らしい感動の場面を楽しみましょう。
水戸赤十字病院 第二消化器外科部長の捨田利外
茂夫先生、卓話宜しくお願いします。
今日も健康が守られ、皆様と一緒に例会に参加で
きましたことを感謝します。
久保田規子会員の笑顔につられて！
水戸赤十字病院 第二消化器外科部長の捨田利外
茂夫先生、国境なき医師団活動のお話を頂き有難
うございます。期待しております。
今年も宜しくお願いします。
毎日寒いですが、朝の日の出が少しずつ早くなっ
てきました。春はもうすぐですね。

２月第４例会プログラム
2018年２月23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 橋本　哲会員
 5. 親睦の時間「２月誕生祝」 親睦活動委員会

 ６日 小泉正史　　11日 髙橋伸之
20日 奈良早苗　　24日 米川和利
27日 高梨博行

 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

２月第２例会 ２月９日（金）

２月第３例会 ２月12日（月・振休） 第３分区IM ※2/16㈮例会振替
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