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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

日　時　平成30年４月24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　　石川啓司　　川﨑紀子

　　　　　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　　菊池秀機　　神代学光
オブザーバー　宇留野秀一　金原和美
メークアップ　深谷　智　　松本隆史　　島根昌明

議事・決議事項 
①５月・６月プログラムについて 《承認》
②茨城新聞広告掲載について 《承認》
③予算に対する３月末進捗状況について 《確認》
④ロータリー財団地区補助金について（国際奉仕） 《承認》
⑤地区大会について 《承認》
⑥創立45周記念式典について 《承認》
⑦その他

保留事項　無し
次回定例理事会
日　時：平成30年５月28日㈪
　　　　理事会18:30～　 懇親会19:30～
場　所：Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング

（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11回定例理事会　議事録

水戸西RC　鯨岡則雄会員■ビジター

録田幸裕会員……
長谷川國雄会員…
松本隆史会員……

軍司由佳会員……

久保田啓藏会員…
大金　誠会員……
米川幸喜会員……

菊池秀機会員……
金原和美会員……

原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…
田村　大会員……

石川啓司会員……

船橋範行会員……
島根昌明会員……

■財団BOX（４月20日（金）扱）
市毛純一会員……財団の友献金（第６回）

$100　10,400円（累計$4,600）
志村　保会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,400円（累計$3,900）
河野正政会員……財団の友献金（第７回）

$100　10,400円（累計$2,700）
米川幸喜会員……財団の友献金（第10回）

$100　10,400円（累計$2,000）
久保田規子会員…財団の友献金（第７回）

$100　10,400円（累計 $700）
月例献金（４月分）…7,962円

この計　　　６件　　　$500　　　59,962円

■ニコニコBOX（４月20日（金）扱）

この計　　　15件　　　63,000円

４月第４例会　４月23日（月）　水戸さくらRCとの合同例会

前　週訂正出席率64.84％
前々週訂正出席率63.44％97名 51名 46名 55.43％４月第４例会（４月23日）

出席状況
水戸さくらRC…23名

今日のイニシエーションスピーチ頑張ります。
暖かくなってきましたね。
来月５月11日の創立45周年記念式典、宜しくお願
いします。
録田さん、イニシエーションスピーチ頑張って下さ
い。
我社も平成30年度スタート致しました。
誕生祝い有難うございます。古希を迎えました。
録田会員のイニシエーションスピーチ楽しみにして
おります。
録田会員のイニシエーションスピーチ楽しみです。
良いお天気ですね！録田会員のイニシエーションス
ピーチ楽しみにしています。頑張って下さい。
創立45周年記念式典が成功しますように！！
初夏ですね。
先週はハワイに行って来ました。沢山食べてきまし
たが、体重管理はバッチリです。
グローバルグラント（シーロムRCとの共同事業）の
財団手続きはほぼ完了です。エリザベスさんから
メールが来ました。
１、２、３、４、５、録田～。楽しみにしています。
皆様、ニコニコBOX献金を宜しくお願い致します。

荒川誠司会員（水戸さくらRC会長）
　　　　　　……

和田公一郎会員（水戸さくらRC）
　　　　　　……

兼子充裕会員……

■ニコニコBOX（４月23日（月）扱）

この計　　　 3件　　　 13,000円
月　計　　　 40件　　　 142,000円
累　計　　　476件　　　1,762,000円

水戸南RCの皆様多数おいで頂き有難うございま
す。

少し早いですが、水戸南RC創立45周年、誠におめ
でとうございます。これからも水戸南RCと水戸さく
らRCが仲良く交流できます事を願っております。
水戸さくらRCとの合同例会宜しくお願い致します。

■米山BOX（４月20日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計970,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計510,000円）
水越光男会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計330,000円）
河野正政会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計260,000円）

この計　　　４件　　　40,000円

前　週訂正出席率62.37％
前々週訂正出席率67.02％97名 53名 44名 59.55％４月第３例会（４月20日）

出席状況

茨城県立歴史館　資料学芸部長　永井　博 氏■ゲスト ■会員メークアップ
４/18　地区クラブ奉仕委員会新旧引継
　　　　　井澤卓司　　篠原　勉　　長洲雅彦
４/23　地区大会記念ゴルフ大会
　　　　　水越光男　　久保田啓藏　塩沢富夫
　　　　　松本隆史　　小路　實　　鈴木憲一
　　　　　米川幸喜　　谷島孝明
４/24　北海道2500REC　　　　　 野口英壽

５月のロータリーレート
１ドル＝108円

４月28日㈯ 第14回「おひさま食堂」参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（14名）
原口一吉、亀山義孝、兼子充裕、金原和美、
小泉正史、久保田規子、水越光男、長洲雅彦、
奈良早苗、櫻井盛二、笹館康男、鈴木憲一、
宇留野秀一、録田幸裕

次回例会日程
日　時：５月18日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「イニシエーションスピーチ」　蔵持圭一会員
※５月25日㈮の例会は、27日㈰の地区大会へ変更となります。

１

２

３

５月第２例会プログラム

2018年５月11日（金）
̶ 創立45周年記念式典 ̶

 1. 創立45周年記念式典（別紙のとおり）
 2. 記念品贈呈

○スポンサークラブ
　　水戸西ロータリークラブ様
○永年在籍会員（40年以上）
　　須田政男会員、久保田啓藏会員、
　　川上正一会員
○永年出席優秀会員（30年以上）
　　長谷川國雄会員、大金　誠会員
○歴代会長・幹事
第41期　松本隆史会長、島根昌明幹事
第42期　篠原　勉幹事
第43期　武田　誠幹事
第44期　根本　次会長、大原康宏幹事
第45期　綿引甚介会長、米田英雄幹事

○水戸南ロータリークラブ事務局
 眞﨑美奈子様、金澤彩央里様、吉井恵美子様

 3. 記念事業
○水戸市へ時刻・温度計・湿度計表示機
　設置一式寄贈
○公益財団法人ロータリー日本財団へ寄付
○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へ寄付

４月第３例会　４月20日（金）
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記念講演「水戸徳川家について」茨城県立歴史館 資料学芸部長　永井　博氏

ロータリーの時間「ガバナー補佐就任にあたって」
大金誠第３分区ガバナー補佐

米山奨学生世話クラブ及びカウンセラー委嘱状伝達
岡村太郎会員

親睦の時間「４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

開会の言葉　水越光男会長

お誕生日のお祝い
合同例会当日に誕生日を迎えられました大金誠第３分区ガバナ
ー補佐と根本直哉会員に、水戸さくらRCの皆様より花束のプ
レゼントを頂きました。

ウェイケ，イケンナ スティーブさんをお迎えすることになりました。ナイジェリア出身の35歳、３人
のお子さんを育てながら筑波大学の修士課程で学ばれています。お酒は飲めませんが、ラーメンが大好
きな好青年です。皆さん、一年間どうぞ宜しくお願いします！

2018-2019年度
米山奨学生のご紹介

　皆さんこんにちは。今年度入会させて頂きました録田
幸裕と申します。あまり人前で話すのは得意ではありま
せんが、どうぞよろしくお願い致します。
　私は1974年７月24日に旧内原町で生まれました。
４つ上の姉と３つ上の兄との三人兄弟の末っ子として自
由奔放に育てられてきました。そんな中地元の小中学
校、高校を卒業しました。家族の中では次男というポジ
ションでしたが、中学の時に兄が家出をし、立場上長男
になってしまいました。
　家業は自動車鈑金業でした。兄を跡継ぎに期待してい
たかどうかは分かりませんが、落胆ぶりを私に見せない
ようにすればするほどつらいのだろうと若いながら察し
ていました。そこで高２の時決心しました、「俺が継ぐ
よ」と。
　ただ、高校卒業していきなり家業ではちょっとつまら
ない、もうちょっと遊びたい。どうしよう、そうだ！高
３になった時に「整備士の免許取りに自衛隊に入るよ」
と両親に伝えました。当時自衛隊の勧誘が盛んで、姉と
兄の所にも勧誘に来た事がありました。その時すでに
自衛隊の方から「整備士の免許が取れる」とか「好き
な場所に行ける」というお話を両親と共に聞いていた
ので、親からの反応は上々でした。
　自衛隊の生活は有意義なものでした。当初横須賀での
教育隊の３カ月を過ごした後には、希望通りの東京の練
馬駐屯地に配属されました。素晴らしい先輩後輩に恵ま
れ、毎日辛いながらも楽しく訓練をしていました。しか
しながら、当時の私は年功序列というのがあまり理解
出来ず、今では当然の事だと思うのですが上司との仕
事量の差というものに納得出来ませんでした。この場
所は自分が望む場所ではない、そう感じ２年で退職し
ました。
　それからは高校で一緒にバンドをやっていた友人に
「またバンドやろうよ！」と誘い、一緒に横浜に住み始
めました。ところが、横浜での生活は貧困との戦いでし
た。自衛隊での輸送隊での経験を活かしトラックの運転
手の仕事を始めましたが、友人は仕事をしていない為２
人分の食費と家賃生活費全額を私が稼がなくてはなり
ません。自然ともっと稼ぎの良い仕事にしなきゃ、
もっと大きいトラックに乗らなきゃ、という概念に囚
われていました。その頃には友人は自分で仕事をし、
部屋も別に借りていたにもかかわらず、もっと大きい
トラック、そうだトレーラーに乗ろう！と教習所で免
許をとり、トレーラーの運転手になりました。結局横
浜でのバンド活動はほぼせずに東北から大阪までを走
り回る運転手の生活に追われていました。
　そうこうしている内に、実家から連絡がありました。「実

は従業員がやめるんだ、そろそろ帰って来てくれないか。」
　あ、そうだ！思い出しました。私は家業を継ぐと宣言
したのでした。
　「わかった」そう返事して実家に戻ったのが25歳の時
でした。
　自動車鈑金は想像以上に大変でした。塗装と鈑金とい
う作業があるのですが、どちらも完璧というものがな
く、仕上がりはすべて施工者の技術とこだわりに委ねら
れるというものでした。まさに職人の仕事です。最初は
苦労しましたが、何年か修行していく内にいつしかその
職人の仕事の魅力に取り付かれて行きました。
　しかしながら時代の流れか商売が下手なのか、仕事は
どんどん減り始め、何も仕事がない日が続く様になって
来ました。「このままではまずい」社長の父親と何度も
話し合い整備士の知り合いの力を借りて、車検整備業を
始める事になりました。近くの所有していた場所に工場
を立て、認証整備工場の認可をとりました。いわゆる第
二次創業です。
　さて大変です。新しい事業が始まったのは良いのです
が、うちが車検と整備を始まったことをどうやって周知
していこう、どうやって仕事を貰って来よう。最初はそ
ればかりでした。
　そんな中、あるきっかけで地元の商工会青年部と出会
いました。青年部は色々な事業で地元を盛り上げ、自分
たちの家業をも盛り上げていくという場所でした。やれ
ばやっただけ自分たちの実になって帰ってくるはず。そ
んな場所でした。
　ここで頑張ってみよう、そう思い一生懸命活動してい
きました。何よりも口下手な私には行動で気持ちを示せ
る場所でした。
　幸いにもそんな姿を認めてくれる人が増え、仕事も貰
えるようになって来ました。よかった、やっぱり頑張っ
て良かった。
　そして何よりも信頼できる仲間が増えました。仲間が
増えると顔が広がり、今度は水戸の商工会議所の青年部
にもお誘いがありました。有難く受け、水戸の活性化の
為にと仲間と共に頑張りました。
　そして今はここ、水戸南ロータリークラブに入らせて
頂きました。
　このような会に入らせて頂いていつも思うのは、様々
な事業を共に一生懸命活動していくと言葉で話す以上に
お互いの理解が深まるという事です。共に活動するとい
う事が信頼に繋がっていくという事です。
　これからも皆さんに私を知って頂くためにも、信頼し
て頂くためにも一生懸命活動していきますので、今後と
もどうぞよろしくお願い致します。

録田　幸裕 会員

イニシエーションスピーチ

　今年も年に一度の水戸さくらRCとの合同例会が水戸京成ホテ
ルにて行われました。ホストクラブの水戸さくらRC荒川誠司会
長による点鍾からはじまり、記念講演では「水戸徳川家につい
て」茨城県立歴史館資料学芸部長の永井博様にご講演を頂きま
した。
　江戸時代初期から幕末に掛けての水戸藩と水戸徳川家につき
まして、興味深いお話をじっくりと拝聴させて頂きました。永井
様のご著書「古写真で見る幕末維新と徳川一族」は現存している
当時の写真には稀少な女性の写真が多数掲載されています。
　続きまして懇親会に入りました。両クラブの会員同士が和気
藹々と懇親を深め、25年続く合同例会ならではの楽しい時間を
過ごさせて頂きました。

４月第３例会　４月20日（金）
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４月第３例会　４月20日（金）

４月第４例会　４月23日（月）　水戸さくらRCとの合同例会

記念講演「水戸徳川家について」茨城県立歴史館 資料学芸部長　永井　博氏

ロータリーの時間「ガバナー補佐就任にあたって」
大金誠第３分区ガバナー補佐

米山奨学生世話クラブ及びカウンセラー委嘱状伝達
岡村太郎会員

親睦の時間「４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

開会の言葉　水越光男会長

お誕生日のお祝い
合同例会当日に誕生日を迎えられました大金誠第３分区ガバナ
ー補佐と根本直哉会員に、水戸さくらRCの皆様より花束のプ
レゼントを頂きました。

ウェイケ，イケンナ スティーブさんをお迎えすることになりました。ナイジェリア出身の35歳、３人
のお子さんを育てながら筑波大学の修士課程で学ばれています。お酒は飲めませんが、ラーメンが大好
きな好青年です。皆さん、一年間どうぞ宜しくお願いします！

2018-2019年度
米山奨学生のご紹介

　皆さんこんにちは。今年度入会させて頂きました録田
幸裕と申します。あまり人前で話すのは得意ではありま
せんが、どうぞよろしくお願い致します。
　私は1974年７月24日に旧内原町で生まれました。
４つ上の姉と３つ上の兄との三人兄弟の末っ子として自
由奔放に育てられてきました。そんな中地元の小中学
校、高校を卒業しました。家族の中では次男というポジ
ションでしたが、中学の時に兄が家出をし、立場上長男
になってしまいました。
　家業は自動車鈑金業でした。兄を跡継ぎに期待してい
たかどうかは分かりませんが、落胆ぶりを私に見せない
ようにすればするほどつらいのだろうと若いながら察し
ていました。そこで高２の時決心しました、「俺が継ぐ
よ」と。
　ただ、高校卒業していきなり家業ではちょっとつまら
ない、もうちょっと遊びたい。どうしよう、そうだ！高
３になった時に「整備士の免許取りに自衛隊に入るよ」
と両親に伝えました。当時自衛隊の勧誘が盛んで、姉と
兄の所にも勧誘に来た事がありました。その時すでに
自衛隊の方から「整備士の免許が取れる」とか「好き
な場所に行ける」というお話を両親と共に聞いていた
ので、親からの反応は上々でした。
　自衛隊の生活は有意義なものでした。当初横須賀での
教育隊の３カ月を過ごした後には、希望通りの東京の練
馬駐屯地に配属されました。素晴らしい先輩後輩に恵ま
れ、毎日辛いながらも楽しく訓練をしていました。しか
しながら、当時の私は年功序列というのがあまり理解
出来ず、今では当然の事だと思うのですが上司との仕
事量の差というものに納得出来ませんでした。この場
所は自分が望む場所ではない、そう感じ２年で退職し
ました。
　それからは高校で一緒にバンドをやっていた友人に
「またバンドやろうよ！」と誘い、一緒に横浜に住み始
めました。ところが、横浜での生活は貧困との戦いでし
た。自衛隊での輸送隊での経験を活かしトラックの運転
手の仕事を始めましたが、友人は仕事をしていない為２
人分の食費と家賃生活費全額を私が稼がなくてはなり
ません。自然ともっと稼ぎの良い仕事にしなきゃ、
もっと大きいトラックに乗らなきゃ、という概念に囚
われていました。その頃には友人は自分で仕事をし、
部屋も別に借りていたにもかかわらず、もっと大きい
トラック、そうだトレーラーに乗ろう！と教習所で免
許をとり、トレーラーの運転手になりました。結局横
浜でのバンド活動はほぼせずに東北から大阪までを走
り回る運転手の生活に追われていました。
　そうこうしている内に、実家から連絡がありました。「実

は従業員がやめるんだ、そろそろ帰って来てくれないか。」
　あ、そうだ！思い出しました。私は家業を継ぐと宣言
したのでした。
　「わかった」そう返事して実家に戻ったのが25歳の時
でした。
　自動車鈑金は想像以上に大変でした。塗装と鈑金とい
う作業があるのですが、どちらも完璧というものがな
く、仕上がりはすべて施工者の技術とこだわりに委ねら
れるというものでした。まさに職人の仕事です。最初は
苦労しましたが、何年か修行していく内にいつしかその
職人の仕事の魅力に取り付かれて行きました。
　しかしながら時代の流れか商売が下手なのか、仕事は
どんどん減り始め、何も仕事がない日が続く様になって
来ました。「このままではまずい」社長の父親と何度も
話し合い整備士の知り合いの力を借りて、車検整備業を
始める事になりました。近くの所有していた場所に工場
を立て、認証整備工場の認可をとりました。いわゆる第
二次創業です。
　さて大変です。新しい事業が始まったのは良いのです
が、うちが車検と整備を始まったことをどうやって周知
していこう、どうやって仕事を貰って来よう。最初はそ
ればかりでした。
　そんな中、あるきっかけで地元の商工会青年部と出会
いました。青年部は色々な事業で地元を盛り上げ、自分
たちの家業をも盛り上げていくという場所でした。やれ
ばやっただけ自分たちの実になって帰ってくるはず。そ
んな場所でした。
　ここで頑張ってみよう、そう思い一生懸命活動してい
きました。何よりも口下手な私には行動で気持ちを示せ
る場所でした。
　幸いにもそんな姿を認めてくれる人が増え、仕事も貰
えるようになって来ました。よかった、やっぱり頑張っ
て良かった。
　そして何よりも信頼できる仲間が増えました。仲間が
増えると顔が広がり、今度は水戸の商工会議所の青年部
にもお誘いがありました。有難く受け、水戸の活性化の
為にと仲間と共に頑張りました。
　そして今はここ、水戸南ロータリークラブに入らせて
頂きました。
　このような会に入らせて頂いていつも思うのは、様々
な事業を共に一生懸命活動していくと言葉で話す以上に
お互いの理解が深まるという事です。共に活動するとい
う事が信頼に繋がっていくという事です。
　これからも皆さんに私を知って頂くためにも、信頼し
て頂くためにも一生懸命活動していきますので、今後と
もどうぞよろしくお願い致します。

録田　幸裕 会員

イニシエーションスピーチ

　今年も年に一度の水戸さくらRCとの合同例会が水戸京成ホテ
ルにて行われました。ホストクラブの水戸さくらRC荒川誠司会
長による点鍾からはじまり、記念講演では「水戸徳川家につい
て」茨城県立歴史館資料学芸部長の永井博様にご講演を頂きま
した。
　江戸時代初期から幕末に掛けての水戸藩と水戸徳川家につき
まして、興味深いお話をじっくりと拝聴させて頂きました。永井
様のご著書「古写真で見る幕末維新と徳川一族」は現存している
当時の写真には稀少な女性の写真が多数掲載されています。
　続きまして懇親会に入りました。両クラブの会員同士が和気
藹々と懇親を深め、25年続く合同例会ならではの楽しい時間を
過ごさせて頂きました。
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記念講演「水戸徳川家について」茨城県立歴史館 資料学芸部長　永井　博氏

ロータリーの時間「ガバナー補佐就任にあたって」
大金誠第３分区ガバナー補佐

米山奨学生世話クラブ及びカウンセラー委嘱状伝達
岡村太郎会員

親睦の時間「４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

開会の言葉　水越光男会長

お誕生日のお祝い
合同例会当日に誕生日を迎えられました大金誠第３分区ガバナ
ー補佐と根本直哉会員に、水戸さくらRCの皆様より花束のプ
レゼントを頂きました。

ウェイケ，イケンナ スティーブさんをお迎えすることになりました。ナイジェリア出身の35歳、３人
のお子さんを育てながら筑波大学の修士課程で学ばれています。お酒は飲めませんが、ラーメンが大好
きな好青年です。皆さん、一年間どうぞ宜しくお願いします！

2018-2019年度
米山奨学生のご紹介
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由奔放に育てられてきました。そんな中地元の小中学
校、高校を卒業しました。家族の中では次男というポジ
ションでしたが、中学の時に兄が家出をし、立場上長男
になってしまいました。
　家業は自動車鈑金業でした。兄を跡継ぎに期待してい
たかどうかは分かりませんが、落胆ぶりを私に見せない
ようにすればするほどつらいのだろうと若いながら察し
ていました。そこで高２の時決心しました、「俺が継ぐ
よ」と。
　ただ、高校卒業していきなり家業ではちょっとつまら
ない、もうちょっと遊びたい。どうしよう、そうだ！高
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お互いの理解が深まるという事です。共に活動するとい
う事が信頼に繋がっていくという事です。
　これからも皆さんに私を知って頂くためにも、信頼し
て頂くためにも一生懸命活動していきますので、今後と
もどうぞよろしくお願い致します。

録田　幸裕 会員

イニシエーションスピーチ

　今年も年に一度の水戸さくらRCとの合同例会が水戸京成ホテ
ルにて行われました。ホストクラブの水戸さくらRC荒川誠司会
長による点鍾からはじまり、記念講演では「水戸徳川家につい
て」茨城県立歴史館資料学芸部長の永井博様にご講演を頂きま
した。
　江戸時代初期から幕末に掛けての水戸藩と水戸徳川家につき
まして、興味深いお話をじっくりと拝聴させて頂きました。永井
様のご著書「古写真で見る幕末維新と徳川一族」は現存している
当時の写真には稀少な女性の写真が多数掲載されています。
　続きまして懇親会に入りました。両クラブの会員同士が和気
藹々と懇親を深め、25年続く合同例会ならではの楽しい時間を
過ごさせて頂きました。

４月第３例会　４月20日（金）
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４月第４例会　４月23日（月）　水戸さくらRCとの合同例会
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幹幹 事事 報報 告告
青少年奉仕月間

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

日　時　平成30年４月24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　　石川啓司　　川﨑紀子

　　　　　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　　菊池秀機　　神代学光
オブザーバー　宇留野秀一　金原和美
メークアップ　深谷　智　　松本隆史　　島根昌明

議事・決議事項 
①５月・６月プログラムについて 《承認》
②茨城新聞広告掲載について 《承認》
③予算に対する３月末進捗状況について 《確認》
④ロータリー財団地区補助金について（国際奉仕） 《承認》
⑤地区大会について 《承認》
⑥創立45周記念式典について 《承認》
⑦その他

保留事項　無し
次回定例理事会
日　時：平成30年５月28日㈪
　　　　理事会18:30～　 懇親会19:30～
場　所：Bio Harvest（ビオ ハーヴェスト）・和ダイニング

（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11回定例理事会　議事録

水戸西RC　鯨岡則雄会員■ビジター

録田幸裕会員……
長谷川國雄会員…
松本隆史会員……

軍司由佳会員……

久保田啓藏会員…
大金　誠会員……
米川幸喜会員……

菊池秀機会員……
金原和美会員……

原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…
田村　大会員……

石川啓司会員……

船橋範行会員……
島根昌明会員……

■財団BOX（４月20日（金）扱）
市毛純一会員……財団の友献金（第６回）

$100　10,400円（累計$4,600）
志村　保会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,400円（累計$3,900）
河野正政会員……財団の友献金（第７回）

$100　10,400円（累計$2,700）
米川幸喜会員……財団の友献金（第10回）

$100　10,400円（累計$2,000）
久保田規子会員…財団の友献金（第７回）

$100　10,400円（累計 $700）
月例献金（４月分）…7,962円

この計　　　６件　　　$500　　　59,962円

■ニコニコBOX（４月20日（金）扱）

この計　　　15件　　　63,000円

４月第４例会　４月23日（月）　水戸さくらRCとの合同例会

前　週訂正出席率64.84％
前々週訂正出席率63.44％97名 51名 46名 55.43％４月第４例会（４月23日）

出席状況
水戸さくらRC…23名

今日のイニシエーションスピーチ頑張ります。
暖かくなってきましたね。
来月５月11日の創立45周年記念式典、宜しくお願
いします。
録田さん、イニシエーションスピーチ頑張って下さ
い。
我社も平成30年度スタート致しました。
誕生祝い有難うございます。古希を迎えました。
録田会員のイニシエーションスピーチ楽しみにして
おります。
録田会員のイニシエーションスピーチ楽しみです。
良いお天気ですね！録田会員のイニシエーションス
ピーチ楽しみにしています。頑張って下さい。
創立45周年記念式典が成功しますように！！
初夏ですね。
先週はハワイに行って来ました。沢山食べてきまし
たが、体重管理はバッチリです。
グローバルグラント（シーロムRCとの共同事業）の
財団手続きはほぼ完了です。エリザベスさんから
メールが来ました。
１、２、３、４、５、録田～。楽しみにしています。
皆様、ニコニコBOX献金を宜しくお願い致します。

荒川誠司会員（水戸さくらRC会長）
　　　　　　……

和田公一郎会員（水戸さくらRC）
　　　　　　……

兼子充裕会員……

■ニコニコBOX（４月23日（月）扱）

この計　　　 3件　　　 13,000円
月　計　　　 40件　　　 142,000円
累　計　　　476件　　　1,762,000円

水戸南RCの皆様多数おいで頂き有難うございま
す。

少し早いですが、水戸南RC創立45周年、誠におめ
でとうございます。これからも水戸南RCと水戸さく
らRCが仲良く交流できます事を願っております。
水戸さくらRCとの合同例会宜しくお願い致します。

■米山BOX（４月20日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計970,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計510,000円）
水越光男会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計330,000円）
河野正政会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計260,000円）

この計　　　４件　　　40,000円

前　週訂正出席率62.37％
前々週訂正出席率67.02％97名 53名 44名 59.55％４月第３例会（４月20日）

出席状況

茨城県立歴史館　資料学芸部長　永井　博 氏■ゲスト ■会員メークアップ
４/18　地区クラブ奉仕委員会新旧引継
　　　　　井澤卓司　　篠原　勉　　長洲雅彦
４/23　地区大会記念ゴルフ大会
　　　　　水越光男　　久保田啓藏　塩沢富夫
　　　　　松本隆史　　小路　實　　鈴木憲一
　　　　　米川幸喜　　谷島孝明
４/24　北海道2500REC　　　　　 野口英壽

５月のロータリーレート
１ドル＝108円

４月28日㈯ 第14回「おひさま食堂」参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（14名）
原口一吉、亀山義孝、兼子充裕、金原和美、
小泉正史、久保田規子、水越光男、長洲雅彦、
奈良早苗、櫻井盛二、笹館康男、鈴木憲一、
宇留野秀一、録田幸裕

次回例会日程
日　時：５月18日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「イニシエーションスピーチ」　蔵持圭一会員
※５月25日㈮の例会は、27日㈰の地区大会へ変更となります。

１

２

３

５月第２例会プログラム

2018年５月11日（金）
̶ 創立45周年記念式典 ̶

 1. 創立45周年記念式典（別紙のとおり）
 2. 記念品贈呈

○スポンサークラブ
　　水戸西ロータリークラブ様
○永年在籍会員（40年以上）
　　須田政男会員、久保田啓藏会員、
　　川上正一会員
○永年出席優秀会員（30年以上）
　　長谷川國雄会員、大金　誠会員
○歴代会長・幹事
第41期　松本隆史会長、島根昌明幹事
第42期　篠原　勉幹事
第43期　武田　誠幹事
第44期　根本　次会長、大原康宏幹事
第45期　綿引甚介会長、米田英雄幹事

○水戸南ロータリークラブ事務局
 眞﨑美奈子様、金澤彩央里様、吉井恵美子様

 3. 記念事業
○水戸市へ時刻・温度計・湿度計表示機
　設置一式寄贈
○公益財団法人ロータリー日本財団へ寄付
○公益財団法人ロータリー米山記念奨学会へ寄付

４月第３例会　４月20日（金）
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