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ロータリー親睦活動月間

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

中川、赤岩、石川、太田、鈴木（由）、橋本、川﨑（英）、石井（浩）、
宇留野、田口、長洲、鈴木（憲）、川﨑（紀）　　　（33名）

５月15日㈫ 2018-19年度合同家庭集会（会員組織・職業
分類・会員選考・会員増強・ロータリー情報委員会）参加者
小路、深谷、米田、兼子、市毛、笹館、郡司、長谷川、根本（ ）、
綿引、水越、鈴木（憲）、川﨑（紀）　　　　　　　　　（13名）

５月16日㈬ 2018-19年度合同家庭集会（クラブ管理・
プログラム・会報・広報・会計委員会）参加者
志村、長洲、川澄、人見、一毛、松本（隆）、中本、神代、鈴木（憲）、
川﨑（紀）　　　　　　　　　　　　　　　　（10名）

５月20日㈰ 水戸市内６RC親睦野球大会出席者
大金、松本（隆）、島根、岡村、河野、鈴木（憲）、根本（ ）、
深谷、小路、北原、塩沢、神代、宇留野、根本（直）、高梨、桑名、
水越、兼子、川澄、長洲、大森、久保田（規）、録田　（23名）

５月25日㈮ 会員増強委員会新旧合同家庭集会参加者
長谷川、郡司、水口、一毛、水越、鈴木（憲）、川﨑（紀）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７名）

水戸市内６RC新旧会長・幹事会及び第３分区新旧合
同会長・幹事会が開催されます。
日　時：６月５日㈫　水戸市内６RC 18:00～
　　　　　　　　　　第３分区　　 18:30～
場　所：山口楼本店　TEL.231-1231
出席者：水越光男会長、兼子充裕幹事、
　　　　鈴木憲一会長エレクト、川﨑紀子副幹事

1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：６月13日㈬　18:30～
場　所：でん助　TEL.221-8987
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります）

次回例会日程
日　時：６月８日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：クラブ協議会

「2017-2018年度下半期事業実績報告（Ⅰ）」
会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、親睦活動、
会場運営、プログラム、広報、会報、ＩＴ資料、雑誌
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前　週訂正出席率74.74％
前々週訂正出席率85.42％97名 22名 75名 25.58％５月第４例会（５月27日）

出席状況

６月のロータリーレート
１ドル＝110円
会計からのお知らせ
　今年度ロータリー財団寄付及び米山寄付受付は、本日ま
でです。ご協力お願い致します。尚ニコニコBOXは６月15日
まで受け付けております。
　また、６月は決算期ですので各委員会に於いて支出がご
ざいましたら、至急会計又は事務局までご提出ください。
６月15日例会までにお願い致します。
５月14日㈪ 2018-19年度合同家庭集会（出席・親睦活動・会場運営・
職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・ロータリー財団・米山記念奨学・ニコ
ニコBOX・国際奉仕・姉妹友好クラブ交流・プログラム委員会）参加者
島根、井澤、岡村、根本（直）、上野、録田、河野、高梨、桑名、小泉、
米川（幸）、原口、大金、小川、亀山、金原、谷島、及川、二川、篠原、
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前　週訂正出席率85.42％
前々週訂正出席率68.82％97名 49名 48名 54.44％５月第３例会（５月18日）

出席状況

６月第１例会プログラム
2018年６月１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「水越年度を顧みて」　水越光男会長
 5. 米山功労者感謝状伝達

 中本邦彦会員（第５回）、志村　保会員（第３回）
 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. 卓話「５月青少年奉仕月間に因んで」

茨城県立友部特別支援学校 教頭　加固友衛 氏
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

米山奨学生　　ウェイケ・イケンナ スティーブ さん■ゲスト

松本隆史会員……

水越光男会員……
兼子充裕会員……

小川啓子会員……

志村　保会員……
一毛裕之会員・中本邦彦会員
　　　　　　……
井澤卓司会員……
市毛純一会員……

根本　次会員……
篠原　勉会員……
奈良早苗会員……

金原和美会員……

国本美加会員・田村　大会員
　　　　　　……
船橋範行会員……
石川啓司会員……

次年度委員会合同家庭集会
　　　　　　……

水戸南RC事務局…

■財団BOX（５月18日（金）扱）
塩沢富夫会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,800円（累計$9,500）
綿引甚介会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,800円（累計$2,200）
船橋範行会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,800円（累計　$400）
月例献金（５月分）…338円

この計　　　４件　　　$300　　　32,738円

■ニコニコBOX（５月18日（金）扱）

この計　　　 19件　　　 90,000円
月　計　　　 24件　　　 113,000円
累　計　　　500件　　　1,875,000円

先日の創立45周年記念式典での皆様のご協力に
感謝申し上げます。
誕生祝い有難うございます。
誕生祝い有難うございます。米山奨学生のウェイ
ケ・イケンナ スティーブさん、ようこそいらっしゃ
いました。
蔵持圭一会員、卓話のイニシエーションスピーチ
を楽しみにしています。
誕生日の方々おめでとうございます。

創立45周年記念式典ご苦労様でした。
誕生祝い有難うございます。
５月11日の創立45周年記念式典ご苦労様でし
た。私は用事があり出席できませんでした。
創立45周年記念式典お疲れ様でした。
誕生祝い有難うございました。
創立45周年記念式典前夜祭の紀子ちゃんの横笛
はお見事でした。また聞きたいなあ。
先日の創立45周年記念式典へのご出席有難うご
ざいました。出席率80％以上でした。引き続き
宜しくお願いします。

創立45周年記念式典お疲れ様でした。
暖かい日が続いています。熱中症に注意しましょう。
来週はいよいよRI第2820地区の年次大会です。
小生は金曜日に成田空港へのお迎えから始まり、
つくば市に２泊３日です。

５月14日㈪～16日㈬の次年度委員会合同家庭集
会に皆様お集まり頂き有難うございました。
水戸南RC創立45周年記念式典では美味しいお食
事と記念品を頂きまして有難うございました。

■米山BOX（５月18日（金）扱）
粂田信行会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計510,000円）
綿引甚介会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）
岡村太郎会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 50,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

■会員メークアップ
５/28　北海道2500REC　　野口英壽

５月第４例会　５月27日（日）　地区大会　於 ノバホール

■会員メークアップ
４/26　日本REC2650　　　水口二良
５/21　北海道2500REC　　人見光一

５月第３例会　５月18日（金）
4－Vol.45  No40（第2153）

Vol.45  No40（第2153）－１ 2018年（平成30年）６月１日（金）

焼八寸　お浸し　豚野菜巻き
　　　　蒟蒻白和え　焼板　鱸柚庵焼き
　　　　自家製玉子焼き　佃煮　花蓮根
造　里　鮪　勘八　帆立貝　妻一式
揚　物　天婦羅
　　　　海老　鱚　舞茸　獅子唐
食　事　俵押し　胡瓜
　汁　　蕎麦

会食メニュー



５月27日㈰ 2017-2018年度　第2820地区　地区大会
今年度地区大会がノバホールに於いて開催されました。

米山奨学生紹介・米山奨学金授与
（ウェイケ・イケンナ スティーブさん）

井澤卓司会員
「お誕生日のお祝いどうもありがとうございます！」

雑誌の時間　志村保雑誌委員 卓話「米山奨学生スティーブさんの自己紹介」

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

親睦の時間「５月誕生祝」
お誕生日をお迎えの皆さん、おめでとうございます

第30回水戸市内６RC親睦野球大会

出前授業
（水戸市立千波小学校）

　水戸市内６RC親睦野球大
会に多くの会員の皆様にご参
加頂きましてどうもありがと
うございました。当日は天気
にも恵まれ、神代選手の大活
躍もあり水戸南RC野球部は
準優勝の成績を収めることが
出来ました。たくさんの応援
と差し入れもありがとうござ
いました！

　今年度、出前授業が水戸市立千波小
学校６年生を対象に行われました。自
分の仕事を通しての経験談や仕事をす
ることの苦労や喜びなどを講師の皆さ
んからお話し頂きました。
　夢や希望に溢れている子供たちの瞳
に私たちも気付かされることが多く、
楽しい時間を過ごさせて頂きました。

５月第３例会　５月18日（金）
2－Vol.45  No40（第2153） Vol.45  No40（第2153）－3

５月第４例会　５月27日（日）　地区大会　於 ノバホール

日　時　平成30年５月28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　　川澄千亜紀　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
　　　　　菊池秀機　　綿引甚介
オブザーバー　米川幸喜　　金原和美
メークアップ　髙野　賢　　井澤卓司　　長洲雅彦

議事・決議事項
①６月プログラムについて 《承認》
②退会者について 《承認》
③18-19年度年間スケジュールについて 《承認》
④ロータリーデイ「ラオス識字率向上支援バザー」について 《否認》
⑤その他

保留事項　無し
次回定例理事会
日　時：平成30年７月２日㈪　2018-2019年度理事会　18:30～
場　所：未　定

2017-2018年度　第12回定例理事会　議事録

５月29日㈫

５月20日㈰
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「お誕生日のお祝いどうもありがとうございます！」

雑誌の時間　志村保雑誌委員 卓話「米山奨学生スティーブさんの自己紹介」

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

親睦の時間「５月誕生祝」
お誕生日をお迎えの皆さん、おめでとうございます

第30回水戸市内６RC親睦野球大会

出前授業
（水戸市立千波小学校）

　水戸市内６RC親睦野球大
会に多くの会員の皆様にご参
加頂きましてどうもありがと
うございました。当日は天気
にも恵まれ、神代選手の大活
躍もあり水戸南RC野球部は
準優勝の成績を収めることが
出来ました。たくさんの応援
と差し入れもありがとうござ
いました！

　今年度、出前授業が水戸市立千波小
学校６年生を対象に行われました。自
分の仕事を通しての経験談や仕事をす
ることの苦労や喜びなどを講師の皆さ
んからお話し頂きました。
　夢や希望に溢れている子供たちの瞳
に私たちも気付かされることが多く、
楽しい時間を過ごさせて頂きました。

５月第３例会　５月18日（金）
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５月第４例会　５月27日（日）　地区大会　於 ノバホール

日　時　平成30年５月28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　　川澄千亜紀　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
　　　　　菊池秀機　　綿引甚介
オブザーバー　米川幸喜　　金原和美
メークアップ　髙野　賢　　井澤卓司　　長洲雅彦

議事・決議事項
①６月プログラムについて 《承認》
②退会者について 《承認》
③18-19年度年間スケジュールについて 《承認》
④ロータリーデイ「ラオス識字率向上支援バザー」について 《否認》
⑤その他

保留事項　無し
次回定例理事会
日　時：平成30年７月２日㈪　2018-2019年度理事会　18:30～
場　所：未　定

2017-2018年度　第12回定例理事会　議事録

５月29日㈫

５月20日㈰
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ロータリー親睦活動月間

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

中川、赤岩、石川、太田、鈴木（由）、橋本、川﨑（英）、石井（浩）、
宇留野、田口、長洲、鈴木（憲）、川﨑（紀）　　　（33名）

５月15日㈫ 2018-19年度合同家庭集会（会員組織・職業
分類・会員選考・会員増強・ロータリー情報委員会）参加者
小路、深谷、米田、兼子、市毛、笹館、郡司、長谷川、根本（ ）、
綿引、水越、鈴木（憲）、川﨑（紀）　　　　　　　　　（13名）

５月16日㈬ 2018-19年度合同家庭集会（クラブ管理・
プログラム・会報・広報・会計委員会）参加者
志村、長洲、川澄、人見、一毛、松本（隆）、中本、神代、鈴木（憲）、
川﨑（紀）　　　　　　　　　　　　　　　　（10名）

５月20日㈰ 水戸市内６RC親睦野球大会出席者
大金、松本（隆）、島根、岡村、河野、鈴木（憲）、根本（ ）、
深谷、小路、北原、塩沢、神代、宇留野、根本（直）、高梨、桑名、
水越、兼子、川澄、長洲、大森、久保田（規）、録田　（23名）

５月25日㈮ 会員増強委員会新旧合同家庭集会参加者
長谷川、郡司、水口、一毛、水越、鈴木（憲）、川﨑（紀）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７名）

水戸市内６RC新旧会長・幹事会及び第３分区新旧合
同会長・幹事会が開催されます。
日　時：６月５日㈫　水戸市内６RC 18:00～
　　　　　　　　　　第３分区　　 18:30～
場　所：山口楼本店　TEL.231-1231
出席者：水越光男会長、兼子充裕幹事、
　　　　鈴木憲一会長エレクト、川﨑紀子副幹事

1-3奉仕研究会が開催されます。
日　時：６月13日㈬　18:30～
場　所：でん助　TEL.221-8987
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります）

次回例会日程
日　時：６月８日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：クラブ協議会

「2017-2018年度下半期事業実績報告（Ⅰ）」
会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、親睦活動、
会場運営、プログラム、広報、会報、ＩＴ資料、雑誌
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前　週訂正出席率74.74％
前々週訂正出席率85.42％97名 22名 75名 25.58％５月第４例会（５月27日）

出席状況

６月のロータリーレート
１ドル＝110円
会計からのお知らせ
　今年度ロータリー財団寄付及び米山寄付受付は、本日ま
でです。ご協力お願い致します。尚ニコニコBOXは６月15日
まで受け付けております。
　また、６月は決算期ですので各委員会に於いて支出がご
ざいましたら、至急会計又は事務局までご提出ください。
６月15日例会までにお願い致します。
５月14日㈪ 2018-19年度合同家庭集会（出席・親睦活動・会場運営・
職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・ロータリー財団・米山記念奨学・ニコ
ニコBOX・国際奉仕・姉妹友好クラブ交流・プログラム委員会）参加者
島根、井澤、岡村、根本（直）、上野、録田、河野、高梨、桑名、小泉、
米川（幸）、原口、大金、小川、亀山、金原、谷島、及川、二川、篠原、

１
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３
前　週訂正出席率85.42％
前々週訂正出席率68.82％97名 49名 48名 54.44％５月第３例会（５月18日）

出席状況

６月第１例会プログラム
2018年６月１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「水越年度を顧みて」　水越光男会長
 5. 米山功労者感謝状伝達

 中本邦彦会員（第５回）、志村　保会員（第３回）
 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. 卓話「５月青少年奉仕月間に因んで」

茨城県立友部特別支援学校 教頭　加固友衛 氏
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

米山奨学生　　ウェイケ・イケンナ スティーブ さん■ゲスト

松本隆史会員……

水越光男会員……
兼子充裕会員……

小川啓子会員……

志村　保会員……
一毛裕之会員・中本邦彦会員
　　　　　　……
井澤卓司会員……
市毛純一会員……

根本　次会員……
篠原　勉会員……
奈良早苗会員……

金原和美会員……

国本美加会員・田村　大会員
　　　　　　……
船橋範行会員……
石川啓司会員……

次年度委員会合同家庭集会
　　　　　　……

水戸南RC事務局…

■財団BOX（５月18日（金）扱）
塩沢富夫会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,800円（累計$9,500）
綿引甚介会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,800円（累計$2,200）
船橋範行会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,800円（累計　$400）
月例献金（５月分）…338円

この計　　　４件　　　$300　　　32,738円

■ニコニコBOX（５月18日（金）扱）

この計　　　 19件　　　 90,000円
月　計　　　 24件　　　 113,000円
累　計　　　500件　　　1,875,000円

先日の創立45周年記念式典での皆様のご協力に
感謝申し上げます。
誕生祝い有難うございます。
誕生祝い有難うございます。米山奨学生のウェイ
ケ・イケンナ スティーブさん、ようこそいらっしゃ
いました。
蔵持圭一会員、卓話のイニシエーションスピーチ
を楽しみにしています。
誕生日の方々おめでとうございます。

創立45周年記念式典ご苦労様でした。
誕生祝い有難うございます。
５月11日の創立45周年記念式典ご苦労様でし
た。私は用事があり出席できませんでした。
創立45周年記念式典お疲れ様でした。
誕生祝い有難うございました。
創立45周年記念式典前夜祭の紀子ちゃんの横笛
はお見事でした。また聞きたいなあ。
先日の創立45周年記念式典へのご出席有難うご
ざいました。出席率80％以上でした。引き続き
宜しくお願いします。

創立45周年記念式典お疲れ様でした。
暖かい日が続いています。熱中症に注意しましょう。
来週はいよいよRI第2820地区の年次大会です。
小生は金曜日に成田空港へのお迎えから始まり、
つくば市に２泊３日です。

５月14日㈪～16日㈬の次年度委員会合同家庭集
会に皆様お集まり頂き有難うございました。
水戸南RC創立45周年記念式典では美味しいお食
事と記念品を頂きまして有難うございました。

■米山BOX（５月18日（金）扱）
粂田信行会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計510,000円）
綿引甚介会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計140,000円）
岡村太郎会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 50,000円）

この計　　　３件　　　30,000円

■会員メークアップ
５/28　北海道2500REC　　野口英壽

５月第４例会　５月27日（日）　地区大会　於 ノバホール

■会員メークアップ
４/26　日本REC2650　　　水口二良
５/21　北海道2500REC　　人見光一

５月第３例会　５月18日（金）
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焼八寸　お浸し　豚野菜巻き
　　　　蒟蒻白和え　焼板　鱸柚庵焼き
　　　　自家製玉子焼き　佃煮　花蓮根
造　里　鮪　勘八　帆立貝　妻一式
揚　物　天婦羅
　　　　海老　鱚　舞茸　獅子唐
食　事　俵押し　胡瓜
　汁　　蕎麦

会食メニュー


