
高松西RCの皆さんとゴルフも楽しみました
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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

幹幹 事事 報報 告告

５月10日㈭ 創立45周年記念式典前夜祭参加者
参加者（敬称略）
水越、鈴木（憲）、兼子、河野、石川、川﨑（紀）、川澄、石井（浩）、谷島、
武田、水口、井澤、金原、宇留野、粂田、島根、原口、根本（直）、桑名、
田村、石井（邦）、高梨、廣澤、松本（幸）、録田、橋本、長谷川、一毛、
市毛、国本、久保田（啓）、松本（隆）、中川、奈良、根本（ ）、大金、
太田、笹館、佐藤（衛）、志村、篠原、塩沢、田口、髙野、米田　（45名）

RI第2820地区 地区大会について
１日目：５月26日㈯　於 オークラフロンティアホテルつくば

会長幹事会　　　　　　　登録 9:00　開会10:00
指導者育成セミナー　　　開会15:40　閉会17:00

出席者（敬称略）
佐藤（衛）、長谷川、井澤、石川、宇留野、水越、兼子（７名）

２日目：５月27日㈰　於 ノバホール（大ホール）
本会議　　登録8:00　開会9:00　閉会13:00

出席者（敬称略）
佐藤（衛）、長谷川、井澤、赤岩、原口、人見、石井（浩）、石川、兼子、
川﨑（紀）、川澄、菊池、金原、国本、久信田、水越、長洲、根本（ ）、
岡村、太田、島根、篠原、櫻井、宇留野、谷島、米川（幸）、小路、久保田（啓）、
松本（隆）、水口、塩沢、鈴木（憲）、髙野 　　　　　　　　（33名）

第12回定例理事会が開催されます。
日　時：５月28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

（メークアップとなりますので、多数の出席をお願い致します。）

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…５月21日㈪⇒５月20日㈰　

於 水戸市総合運動公園軟式球場
（水戸市内６RC親睦野球大会の為）

５月28日㈪⇒５月27日㈰　9:00
於 ノバホール（地区大会の為）

水 　 戸RC…５月22日㈫　18:30  於 三の丸ホテル
水 戸 西RC…５月30日㈬⇒５月27日㈰　9:00

於 ノバホール（地区大会の為）
水 戸 東RC…５月31日㈭⇒５月27日㈰　9:00

於 ノバホール（地区大会の為）

次々回例会日程
日　時：６月１日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
※次回の５月25日㈮の例会は、27日㈰の地区大会へ変更と
なっております。

2017年７月～2018年４月
出席100％会員は下記の方々です。

赤岩賢二　　深谷　智　　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
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34名）

■会員メークアップ
３/10　米山奨学生期間終了式　　　米川幸喜
４/27　北海道2500REC　　　　　人見光一
４/28　米山奨学生クラブカウンセラーオリエンテーション

岡村太郎
４/29　地区研修・協議会

佐藤　衛　　長谷川國雄　井澤卓司
篠原　勉　　石川啓司　　宇留野秀一
米川幸喜　　塩沢富夫　　志村　保
鈴木憲一　　亀山義孝　　深谷　智
島根昌明　　及川　譲　　橋本　哲
石井浩一　　川﨑紀子　　赤岩賢二
谷島孝明　　原口一吉

５/７　危機管理委員会　　　　　　長谷川國雄
５/７　北海道2500REC　　　　　野口英壽
５/７　東京ピースウィングREC　　武田　誠
５/９　水戸西RC　　　大金　誠　　川﨑篤之

前　週訂正出席率69.57％
前々週訂正出席率65.22％97名 77名 20名 81.05％５月第２例会（５月11日）

出席状況

水戸市長　　　　　　　　　　　　　高橋　靖 氏
RI第2820地区ガバナー　　　　　　保延輝文 氏
RI第2820地区ガバナーエレクト　　髙橋賢吾 氏
RI第2820地区パストガバナー　　　井上壽博 氏
RI第2820地区パストガバナー　　　佐藤　衛 氏
RI第2820地区パストガバナー　　　長谷川國雄 氏
第３分区ガバナー補佐　　　　　　　大金　誠 氏
姉妹クラブ清州西原RC

会長　ソン・マン・ホ 氏　他12名、ガイド１名
友好クラブシーロムRC

　会長　カトカノック スカンジャナポーン 氏　他14名
友好クラブ高松西RC　会長　泉谷　正紀 氏　他11名、令夫人２名
水戸RC　　　　　会長　砂押憲正 氏　　幹事　衣笠　勤 氏
水戸西RC　　　　会長　中山敬二 氏　　幹事　多田久寿 氏
友部RC　　　　　会長　髙橋　智 氏　　幹事　鈴木昭夫 氏
水戸東RC　　　　会長　奥貫　守 氏　　幹事　磯野敦義 氏
水戸さくらRC　　会長　荒川誠司 氏　　幹事　圷　愛子 氏
水戸好文RC　　　会長　井坂陽子 氏　　幹事　五十嵐博 氏
米山奨学生　　 　ウェイケ・イケンナ スティーブ さん
元米山奨学生　　 海　涛 さん
元米山奨学生　　 章　琳 さん
ロータリー事務局　３名

■ゲスト

５月第３例会プログラム
2018年５月18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「米山奨学生紹介」
 5. 2017－2018年度地区大会委嘱状伝達

 資格審査委員会　大金　誠会員
 6. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 長洲雅彦会員（第１回）
 7. 親睦の時間「５月誕生祝」 親睦活動委員会

 １日 橋本　哲　　 ２日 井澤卓司
 ７日 皆川雄作　　11日 松本隆史
20日 篠原　勉　　21日 兼子充裕
23日 須田政男　　25日 水越光男、郡司恵一郎
26日 川澄千亜紀

 8. 雑誌の時間 雑誌委員会
 9. 会　食
10. 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）
11. 幹事報告
12. 卓話「イニシエーションスピーチ」 蔵持圭一会員
13. ロータリーソング
14. 点鐘・閉会

大金　誠第３分区ガバナー補佐（水戸南RC）
　　　　　　……
長谷川國雄会員…

久保田啓藏会員…

川上正一会員……
髙野　賢会員……

■財団BOX（５月11日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,800円（累計$14,300）

この計　　　１件　　　$100　　　10,800円　

■ニコニコBOX（５月11日（金）扱）

この計　　　５件　　　23,000円

創立45周年おめでとうございます。
清州西原RC、シーロムRC、高松西RC様、よう
こそおいで下さいました。有難うございます。
永年在籍会員（40年以上）での表彰有難うござ
います。
水戸南RC創立45周年、有難うございました。
水戸南RC創立45周年を祝って。清州西原RC、
シーロムRC、高松西RC様、水戸市長の高橋様
有難うございます。

５月第２例会　５月11日（金）　創立45周年記念式典
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　５月11日㈮ 水戸南RC創立45周年記念式典並びに前夜祭に
ご参加頂きました会員、式典・前夜祭を盛り上げて頂いた各実
行委員会の皆様、大変ありがとうございました。無事、成功さ
せることが出来ました。各会員のご協力があったからこそ成遂
げられたことと感謝しております。

１

２

３

４

５

◎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。

焼八寸　わさび菜のお浸し　出汁巻き　笹蒲チーズ焼き
　　　　花茗荷　鰆味噌柚庵焼き　鴨白焼貝割れ巻き
　　　　もずく　天豆花揚げ
揚　物　蓮根海老真丈挟み揚げ　茄子　オクラ
煮　物　焼巻き湯葉　捻り蒟蒻　蕗　里芋　南瓜
　　　　蝶々人参
食　事　桜海老御飯　胡瓜
お　椀　赤出汁

会食メニュー



カテリーナさんによるウエルカムミュージック

姉妹・友好クラブの皆様から心温まるプレゼントを沢山頂きました
川澄千亜紀会員と川﨑篤之会員のナイ
スコンビで祝宴も大盛り上がり

祝宴の挨拶　佐藤衛パストガバナー 来賓祝辞　ソン・マン・ホ 清州西原RC会長
来賓祝辞　カトカノック スカンジャナ
ポーン シーロムRC会長

長谷川國雄パストガバナーの乾杯で祝宴スタート

創立45周年記念式典お出迎え ゲストの皆様が到着

田寺尚子会員と川﨑英輝会員の名司会コンビ

水越光男会長による点鐘で記念式典の開会 国歌斉唱 開会の言葉　笹館康男副実行委員長 水戸市への記念事業目録贈呈

前夜祭

5月10日前夜祭・11日創立45周年記念式典
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5月10日前夜祭・11日創立45周年記念式典

　５月10・11日の水戸南ロータリークラブ創立45周年記念式典に際しましては、会員皆様のご
参加とご協力を賜りまして、盛大に催すことが出来ました。
　水越光男会長、兼子充裕幹事、松本隆史実行委員長、本当にお疲れ様でした。
　お出迎えから前夜祭、当日のエクスカーションやゴルフ、そして創立45周年記念式典並びに祝
宴、お見送りまで天候にも恵まれ素晴らしい３日間であったと思います。
　高橋靖水戸市長、保延輝文RI第2820地区ガバナーをはじめご来賓の方々、遠路はるばるお越し
頂きました韓国・清州西原RC、タイ・シーロムRC、高松西RCの姉妹・友好クラブの皆様、沢山
のお客様に祝福されながら私たちの自慢のクラブのお誕生日をお祝いすることが出来ました。いつ
までもこのご恩を忘れることなく感謝の気持ちでこれからもロータリー活動を続けていきたいと思
いました。

　創立45周年記念式典が終わり次の創立50周年、そしてその先の水戸南ロータリークラブの未来
へむかってこれからも私たちは進み続けていきましょう。
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参加とご協力を賜りまして、盛大に催すことが出来ました。
　水越光男会長、兼子充裕幹事、松本隆史実行委員長、本当にお疲れ様でした。
　お出迎えから前夜祭、当日のエクスカーションやゴルフ、そして創立45周年記念式典並びに祝
宴、お見送りまで天候にも恵まれ素晴らしい３日間であったと思います。
　高橋靖水戸市長、保延輝文RI第2820地区ガバナーをはじめご来賓の方々、遠路はるばるお越し
頂きました韓国・清州西原RC、タイ・シーロムRC、高松西RCの姉妹・友好クラブの皆様、沢山
のお客様に祝福されながら私たちの自慢のクラブのお誕生日をお祝いすることが出来ました。いつ
までもこのご恩を忘れることなく感謝の気持ちでこれからもロータリー活動を続けていきたいと思
いました。

　創立45周年記念式典が終わり次の創立50周年、そしてその先の水戸南ロータリークラブの未来
へむかってこれからも私たちは進み続けていきましょう。



高松西RCの皆さんとゴルフも楽しみました
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国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ
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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

幹幹 事事 報報 告告

５月10日㈭ 創立45周年記念式典前夜祭参加者
参加者（敬称略）
水越、鈴木（憲）、兼子、河野、石川、川﨑（紀）、川澄、石井（浩）、谷島、
武田、水口、井澤、金原、宇留野、粂田、島根、原口、根本（直）、桑名、
田村、石井（邦）、高梨、廣澤、松本（幸）、録田、橋本、長谷川、一毛、
市毛、国本、久保田（啓）、松本（隆）、中川、奈良、根本（ ）、大金、
太田、笹館、佐藤（衛）、志村、篠原、塩沢、田口、髙野、米田　（45名）

RI第2820地区 地区大会について
１日目：５月26日㈯　於 オークラフロンティアホテルつくば

会長幹事会　　　　　　　登録 9:00　開会10:00
指導者育成セミナー　　　開会15:40　閉会17:00

出席者（敬称略）
佐藤（衛）、長谷川、井澤、石川、宇留野、水越、兼子（７名）

２日目：５月27日㈰　於 ノバホール（大ホール）
本会議　　登録8:00　開会9:00　閉会13:00

出席者（敬称略）
佐藤（衛）、長谷川、井澤、赤岩、原口、人見、石井（浩）、石川、兼子、
川﨑（紀）、川澄、菊池、金原、国本、久信田、水越、長洲、根本（ ）、
岡村、太田、島根、篠原、櫻井、宇留野、谷島、米川（幸）、小路、久保田（啓）、
松本（隆）、水口、塩沢、鈴木（憲）、髙野 　　　　　　　　（33名）

第12回定例理事会が開催されます。
日　時：５月28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

（メークアップとなりますので、多数の出席をお願い致します。）

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…５月21日㈪⇒５月20日㈰　

於 水戸市総合運動公園軟式球場
（水戸市内６RC親睦野球大会の為）

５月28日㈪⇒５月27日㈰　9:00
於 ノバホール（地区大会の為）

水 　 戸RC…５月22日㈫　18:30  於 三の丸ホテル
水 戸 西RC…５月30日㈬⇒５月27日㈰　9:00

於 ノバホール（地区大会の為）
水 戸 東RC…５月31日㈭⇒５月27日㈰　9:00

於 ノバホール（地区大会の為）

次々回例会日程
日　時：６月１日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
※次回の５月25日㈮の例会は、27日㈰の地区大会へ変更と
なっております。

2017年７月～2018年４月
出席100％会員は下記の方々です。

赤岩賢二　　深谷　智　　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
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34名）

■会員メークアップ
３/10　米山奨学生期間終了式　　　米川幸喜
４/27　北海道2500REC　　　　　人見光一
４/28　米山奨学生クラブカウンセラーオリエンテーション

岡村太郎
４/29　地区研修・協議会

佐藤　衛　　長谷川國雄　井澤卓司
篠原　勉　　石川啓司　　宇留野秀一
米川幸喜　　塩沢富夫　　志村　保
鈴木憲一　　亀山義孝　　深谷　智
島根昌明　　及川　譲　　橋本　哲
石井浩一　　川﨑紀子　　赤岩賢二
谷島孝明　　原口一吉

５/７　危機管理委員会　　　　　　長谷川國雄
５/７　北海道2500REC　　　　　野口英壽
５/７　東京ピースウィングREC　　武田　誠
５/９　水戸西RC　　　大金　誠　　川﨑篤之

前　週訂正出席率69.57％
前々週訂正出席率65.22％97名 77名 20名 81.05％５月第２例会（５月11日）

出席状況

水戸市長　　　　　　　　　　　　　高橋　靖 氏
RI第2820地区ガバナー　　　　　　保延輝文 氏
RI第2820地区ガバナーエレクト　　髙橋賢吾 氏
RI第2820地区パストガバナー　　　井上壽博 氏
RI第2820地区パストガバナー　　　佐藤　衛 氏
RI第2820地区パストガバナー　　　長谷川國雄 氏
第３分区ガバナー補佐　　　　　　　大金　誠 氏
姉妹クラブ清州西原RC

会長　ソン・マン・ホ 氏　他12名、ガイド１名
友好クラブシーロムRC

　会長　カトカノック スカンジャナポーン 氏　他14名
友好クラブ高松西RC　会長　泉谷　正紀 氏　他11名、令夫人２名
水戸RC　　　　　会長　砂押憲正 氏　　幹事　衣笠　勤 氏
水戸西RC　　　　会長　中山敬二 氏　　幹事　多田久寿 氏
友部RC　　　　　会長　髙橋　智 氏　　幹事　鈴木昭夫 氏
水戸東RC　　　　会長　奥貫　守 氏　　幹事　磯野敦義 氏
水戸さくらRC　　会長　荒川誠司 氏　　幹事　圷　愛子 氏
水戸好文RC　　　会長　井坂陽子 氏　　幹事　五十嵐博 氏
米山奨学生　　 　ウェイケ・イケンナ スティーブ さん
元米山奨学生　　 海　涛 さん
元米山奨学生　　 章　琳 さん
ロータリー事務局　３名

■ゲスト

５月第３例会プログラム
2018年５月18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「米山奨学生紹介」
 5. 2017－2018年度地区大会委嘱状伝達

 資格審査委員会　大金　誠会員
 6. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 長洲雅彦会員（第１回）
 7. 親睦の時間「５月誕生祝」 親睦活動委員会

 １日 橋本　哲　　 ２日 井澤卓司
 ７日 皆川雄作　　11日 松本隆史
20日 篠原　勉　　21日 兼子充裕
23日 須田政男　　25日 水越光男、郡司恵一郎
26日 川澄千亜紀

 8. 雑誌の時間 雑誌委員会
 9. 会　食
10. 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）
11. 幹事報告
12. 卓話「イニシエーションスピーチ」 蔵持圭一会員
13. ロータリーソング
14. 点鐘・閉会

大金　誠第３分区ガバナー補佐（水戸南RC）
　　　　　　……
長谷川國雄会員…

久保田啓藏会員…

川上正一会員……
髙野　賢会員……

■財団BOX（５月11日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,800円（累計$14,300）

この計　　　１件　　　$100　　　10,800円　

■ニコニコBOX（５月11日（金）扱）

この計　　　５件　　　23,000円

創立45周年おめでとうございます。
清州西原RC、シーロムRC、高松西RC様、よう
こそおいで下さいました。有難うございます。
永年在籍会員（40年以上）での表彰有難うござ
います。
水戸南RC創立45周年、有難うございました。
水戸南RC創立45周年を祝って。清州西原RC、
シーロムRC、高松西RC様、水戸市長の高橋様
有難うございます。

５月第２例会　５月11日（金）　創立45周年記念式典
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　５月11日㈮ 水戸南RC創立45周年記念式典並びに前夜祭に
ご参加頂きました会員、式典・前夜祭を盛り上げて頂いた各実
行委員会の皆様、大変ありがとうございました。無事、成功さ
せることが出来ました。各会員のご協力があったからこそ成遂
げられたことと感謝しております。
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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。

焼八寸　わさび菜のお浸し　出汁巻き　笹蒲チーズ焼き
　　　　花茗荷　鰆味噌柚庵焼き　鴨白焼貝割れ巻き
　　　　もずく　天豆花揚げ
揚　物　蓮根海老真丈挟み揚げ　茄子　オクラ
煮　物　焼巻き湯葉　捻り蒟蒻　蕗　里芋　南瓜
　　　　蝶々人参
食　事　桜海老御飯　胡瓜
お　椀　赤出汁

会食メニュー


