
各委員会の委員長より今年度下半期の事業実績報告がありました。

〈川上美智子次年度第３分区ガバナー補佐のご紹介〉

【略歴】茨城キリスト大学名誉教授　
社会福祉法人ユーアイ村ユーアイほいくえん園長ほか

【学歴】お茶の水女子大学文教育学部付属高等学校卒業
お茶の水女子大学家政学部食物学科卒業
お茶の水女子大学大学院家政学研究科食物学専攻修士修了
学術博士（お茶の水女子大学大学院人間文化研究科）

【ロータリー暦】
2009-2010　水戸好文ロータリークラブ　チャーターメンバー
2010-2011　幹事
2014-2015　会長
2016-2017　地区青少年交換委員
2017-2018　地区青少年交換委員長
社会貢献活動として茨城労働局地方労働審議会委員長、水戸
市教育委員長などを歴任
『茶の事典』『新版　家政学事典』など著書も多数執筆

第３分区ガバナー補佐新旧引継ご挨拶
大金誠第３分区ガバナー補佐（水戸南RC）　　　　

　　川上美智子次年度第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）

米山奨学金授与　ウェイケ・イケンナ スティーブさん
「米山奨学生として選んで頂きありがとうございます。また今月も奨
学金を頂きどうもありがとうございます。」

雑誌の時間　雑誌委員会

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

ロータリー親睦活動月間
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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

◆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

６月第３例会プログラム
2018年６月15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「１年を顧みて」 兼子充裕幹事
 5. 親睦の時間「６月誕生祝」 親睦活動委員会

 １日 蔵持圭一　　 ６日 長谷川國雄
 ８日 水口二良　　 ９日 北原　実
11日 髙野　賢　　19日 米森　厚
20日 島根昌明　　26日 米田英雄
27日 廣澤一浩

 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「下半期事業実績報告（Ⅱ）」

プログラム、奉仕プロジェクト、職業奉仕、
社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、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

６月５日㈫ 水府学院絆プロジェクト参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　 （７名）
笹館康男、原口一吉、橋本　哲、岡村太郎、
川﨑英輝、田村　大、金原和美

第15回「おひさま食堂」が開催されます。
日　時：６月23日㈯　11:30～14:00
場　所：赤塚市民センター
　　　　水戸市河和田3-2329-3
集合時間：9:30（調理担当 8:30）までに集合

（メークアップ扱いとなります）

会員動静
田寺尚子会員が５月31日付で退会致しました。
現在の会員数は94名となりました。

2018-2019年度第１回定例理事会が開催されます。
日　時：７月２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。）

水戸市内RC例会変更
水 戸 東RC…６月21日㈭　18:30

　於 山口楼本店
６月28日㈭
定款第８条１節により休会

水戸さくらRC…６月25日㈪　18:30⇒12:30
水 　 戸RC…６月26日㈫　於 三の丸ホテル
水 戸 西RC…６月27日㈬

定款第８条第１節により休会

次回例会日程
日　時：６月29日㈮　18:30～
場　所：ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸
内　容：会長・幹事慰労会
※６月22日㈮の例会は、定款第８条第１節により
休会となります。
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前　週訂正出席率68.89％
前々週訂正出席率71.28％94名 52名 42名 61.18％６月第２例会（６月８日）

出席状況

第３分区ガバナー補佐　　　　大金　誠 氏（水戸南RC）
次年度第３分区ガバナー補佐　川上美智子 氏（水戸好文RC）
米山奨学生　　　　　　　　　ウェイケ・イケンナ スティーブ さん

■ゲスト

大金　誠第３分区ガバナー補佐（水戸南RC）
　　　　　　……

川上美智子次年度第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
　　　　　　……

米田英雄会員……

佐藤昌樹会員……
河野正政会員……

塩沢富夫会員・川上正一会員
　　　　　　……

深谷　智会員……
米川幸喜会員……

田村　大会員……

井澤卓司会員……

松本隆史会員……

粂田信行会員……
菊池秀機会員……
川﨑紀子会員……
船橋範行会員……

石川啓司会員……

及川　譲会員……

川﨑英輝会員……

■ニコニコBOX（６月８日（金）扱）

この計　　　19件　　　85,000円

新旧第３分区ガバナー補佐交代のご紹介に来まし
た。地区大会他、ご参加有難うございました。

次年度第３分区ガバナー補佐を仰せつかっており
ます。皆様のご協力宜しくお願い致します。
事務所移転に際し、沢山の皆様よりお気遣い頂き
有難うございました。
お久し振りです。
次年度第３分区ガバナー補佐の川上先生、ようこ
そいらっしゃいました。

次年度第３分区ガバナー補佐の川上先生、ようこ
そいらっしゃいました。
久し振りに、ニコニコBOXに献金します。
暑いですね。ウェイケ・イケンナ スティーブさん、
米山研修旅行お疲れ様でした。
先日、水府学院にて少年達とラグビーをしました。
25年ぶりのラグビーはとても充実した時間でし
た。
次年度第３分区ガバナー補佐の川上先生、ようこ
そ！！ウェイケ・イケンナ スティーブさんご苦労様
です。
本日は欠席ですが、ニコニコBOX島根委員長の
為に献金しました。
何か良い事がありそうです。
皆さん、有難う！！
ウェイケ・イケンナ スティーブさん、こんにちは。
先程、県庁で浅田真央ちゃんに会いました。可愛
かったです。
19日からニューヨーク経由でトロントのロータ
リー世界大会へ参加してまいります。旅支度は何
もしていません。
不足金1,000円ですが、2,000円しか無いので
ニコニコBOXへ献金します。
今年度もあと僅かです。

■会員メークアップ
６/２　地区国際奉仕委員会　　石川啓司
６/４　水戸さくらRC　　　　　大金　誠
６/５　水戸RC　　　　　　　　大金　誠

北海道2500REC　　　野口英壽
６/６　水戸西RC　　　　　　　大金　誠
６/７　水戸東RC　　　　　　　大金　誠

６月第２例会　６月８日（金）
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ローズポークのコンフィのカダイフ包みとカレー・ライス
夏野菜を添えて

季節のサラダ　コーヒー

会食メニュー



プログラム委員会
委員長　宇留野秀一

　今年度の事業計画方針に則り、例会に参加して良
かったと思えるよう、内容の充実と調整を図りました。
①月間プログラムの作成においては理事会にて２ヵ月
分の承認をいただく形とし、クラブ全体の方針を反
映した調整を早めに行うようにしました。

②２名の会員によるイニシエーションスピーチを実施
しました。

③月間卓話については、当該委員会と連携し、国内外
において我々の支援を必要とする現場で尽力されて
いる方々を中心にお招きし、実情を知る機会としま
した。

④出席委員会と連携して、例会内容のメールによるア
ナウンスを行いました。

⑤創立45周年記念式典に向けて、適切な連絡・調整
が行えるように、例会中に時間を設けるなど、諸々
調整を行いました。

⑥ロータリーの時間においては、前半は地区での研修
会報告等の連絡・伝達を中心に、後半は様々な年代
の方にロータリーへの思いをスピーチして頂けるよ
う配慮してお願いをしました。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

　今年度は、各委員会の皆様のご協力があり、事業計
画がすべて成功しました。本当にありがとうございま
した。
　ロータリアンは、やはり奉仕活動が大切であり、参
加人数も増えるように協力していくことが、今後も重
要であると思います。

職業奉仕委員会 
委員長　米森　　厚

事業計画に基づき、下記の通り事業を行いました。
⑴年間を通して例会場に「四つのテスト」を掲示
⑵茨城県庁舎及び県議会議事堂にて移動例会の実施
⑶第２回目の「出前授業」を千波小学校にて実施

社会奉仕委員会 
委員長　河野　正政

・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を周知、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
第11回　１月27日㈯　赤塚市民センター　会員19名参加
第12回　２月24日㈯　緑岡市民センター　会員19名参加
第13回　３月24日㈯　赤塚市民センター　会員18名参加
第14回　４月28日㈯　緑岡市民センター　会員14名参加

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

・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）にて開催されま
した。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きました。
・青少年交換プログラムの募集周知等の活動をしまし
た。
・第16回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバ
スケットボール大会を開催致しました。（平成30年
２月12日　水戸市見川総合体育館）
　決勝トーナメント16チームで子供達、監督、コー
チ、熱のこもった戦いをしていました。父兄の応援
や当クラブの会員の応援で会場内はとても盛り上
がっていました。
　茨城ロボッツの選手が応援に駆けつけ、終了後に選
手とふれあいや写真撮影で賑やかな大会で盛り上が
りました。
・職業奉仕委員会との共催で「出前授業」を行いまし
た。（５月29日㈫　千波小学校）
　６年生４クラスを対象にクラブ会員有志がそれぞれ
の職業を通じて、将来を担う青少年の社会参加への
エールを送る奉仕活動を行いました。
　授業の後、授業を終えての子供達の感想を書いて頂
き、次回の参考やどう感じたかを見て、とても感動
を致しました。
各委員会の皆様、会員の皆様、１年間有難う御座い
ました。

国際奉仕委員会 
委員長　石川　啓司

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、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。
⑥「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を譲り受けいただき、水戸陸
運手続き、シーロムRCを通じて輸出のための文書
作成・代理店を通じて輸送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５RC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
する招待状を作成しました。
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働きかけを行
いました。

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19
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RCにて、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 treat-
ment of diseaseへの協力要請を行い、RI第2670
地区（四国）より3,000ドルのDDF支援をいただ
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PDGへの働きかけを
行いました。
⑬１月26日からの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）ツアーへの参加と報告。
⑭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。
　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「国境なき医師団での活
動について」水戸赤十字病院の捨田利外茂夫氏の招
聘を働きかけました。
⑮３月第１例会の卓話「水と衛生月間に因んで」を行
いました。
⑯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プロジェクト遂行のために合同
情報集会を実施しました。
⑰グローバル補助金GG1862960 Understanding, 
the basics of prevention services, and 
treatment of diseaseの獲得ための書類作成と
実施国との調整を行い、ロータリー財団から承認さ
れました。
⑱トロント世界大会への数名の登録と参加。
　ご協力・ご支援ありがとうございました。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１．年度当初に理事役員の変更について各姉妹・友好
クラブへ連絡をしました。

２．姉妹クラブ交流事業については、平成29年９月
22日からの日韓親善会議の参加に合わせてソウ
ル市内で創立45周年事業の招請を兼ねて互いの
クラブの交流を図りました。

３．友好クラブ交流事業については、平成29年７月
にタイ国へ訪問し交流を図りました。
平成29年12月７日に高松西RCを訪問し、前夜
祭と翌日の例会に参加し創立45周年の招請を兼
ねて互いのクラブの交流を図りました。

４．今年度は当クラブの創立45周年事業を兼ねて、
各クラブとの交流を図りました。次年度以降も各
クラブとより深い交流が進展するように引継ぎを
し、事業報告といたします。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１．年次寄付
目　標：$12,090（130ドル以上／人）
結　果：$11,510（119ドル／人）

達成率：92％（2018年４月末現在）
２．ポリオ・プラス

目　標：$1,920（20ドル以上／人）
結　果：$3,589（37ドル／人）
達成率：187％（2018年４月末現在）

３．恒久基金「ベネファクター」年間1,000ドル
目　標：$1,000（１名以上）
結　果：$1,000（１名達成）
達成率：100％

４．地区補助金の申請及び有効活用
青少年奉仕活動、グローバルグラントに活用しま
した。

　会員の皆様のご協力を頂きまして、目標を達成する
予定です。心から感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

＊寄付達成率・クラブ目標66％
＊例会前に窓口活動として、会員の皆様に献金のお願
いや個別に献金の状況をお伝えし、献金のお願いを
致しました。
＊米山月間において、地区総括委員長の菊池様をお招
きし、卓話を実施いたしました。
＊米山奨学生には、例会への参加はもとより、ロータ
リー青少年指導者育成プログラム・RYLAへの参加
を勧め、ロータリーの価値観を学ぶ機会を手助けい
たしました。
＊奨学生にロータリー精神を学んでいただきました。
　会員の皆様のご協力に感謝し、ロータリー活動に精
進して参りたいと思っております。１年間ありがとう
ございました。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

　一人当たりの年間寄付３万円以上を目標とさせて頂
きました。
　寄付金の奉仕活動への使い道等を文章でご案内させ
て頂き、お声をかけさせて頂きましたが、目標値まで
行きませんでした。
　寄付の協力をして頂いた皆様に感謝申し上げ、目標
の３万円を超えた会員の皆様に記念品お送りしたいと
思います。
　皆さん有難うございました。

会計委員会
委員長　神代　学光

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・各委員会の協力を得て、収支とも当初予算範囲内で
推移しました。
・引続き、本クラブの円滑な運営を図るべく、適正な
会計処理に努めてまいります。
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プログラム委員会

委員長　宇留野秀一
　今年度の事業計画方針に則り、例会に参加して良
かったと思えるよう、内容の充実と調整を図りました。
①月間プログラムの作成においては理事会にて２ヵ月
分の承認をいただく形とし、クラブ全体の方針を反
映した調整を早めに行うようにしました。

②２名の会員によるイニシエーションスピーチを実施
しました。

③月間卓話については、当該委員会と連携し、国内外
において我々の支援を必要とする現場で尽力されて
いる方々を中心にお招きし、実情を知る機会としま
した。

④出席委員会と連携して、例会内容のメールによるア
ナウンスを行いました。

⑤創立45周年記念式典に向けて、適切な連絡・調整
が行えるように、例会中に時間を設けるなど、諸々
調整を行いました。

⑥ロータリーの時間においては、前半は地区での研修
会報告等の連絡・伝達を中心に、後半は様々な年代
の方にロータリーへの思いをスピーチして頂けるよ
う配慮してお願いをしました。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

　今年度は、各委員会の皆様のご協力があり、事業計
画がすべて成功しました。本当にありがとうございま
した。
　ロータリアンは、やはり奉仕活動が大切であり、参
加人数も増えるように協力していくことが、今後も重
要であると思います。

職業奉仕委員会 
委員長　米森　　厚

事業計画に基づき、下記の通り事業を行いました。
⑴年間を通して例会場に「四つのテスト」を掲示
⑵茨城県庁舎及び県議会議事堂にて移動例会の実施
⑶第２回目の「出前授業」を千波小学校にて実施

社会奉仕委員会 
委員長　河野　正政

・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を周知、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
第11回　１月27日㈯　赤塚市民センター　会員19名参加
第12回　２月24日㈯　緑岡市民センター　会員19名参加
第13回　３月24日㈯　赤塚市民センター　会員18名参加
第14回　４月28日㈯　緑岡市民センター　会員14名参加

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

・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）にて開催されま
した。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きました。
・青少年交換プログラムの募集周知等の活動をしまし
た。
・第16回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバ
スケットボール大会を開催致しました。（平成30年
２月12日　水戸市見川総合体育館）
　決勝トーナメント16チームで子供達、監督、コー
チ、熱のこもった戦いをしていました。父兄の応援
や当クラブの会員の応援で会場内はとても盛り上
がっていました。
　茨城ロボッツの選手が応援に駆けつけ、終了後に選
手とふれあいや写真撮影で賑やかな大会で盛り上が
りました。
・職業奉仕委員会との共催で「出前授業」を行いまし
た。（５月29日㈫　千波小学校）
　６年生４クラスを対象にクラブ会員有志がそれぞれ
の職業を通じて、将来を担う青少年の社会参加への
エールを送る奉仕活動を行いました。
　授業の後、授業を終えての子供達の感想を書いて頂
き、次回の参考やどう感じたかを見て、とても感動
を致しました。
各委員会の皆様、会員の皆様、１年間有難う御座い
ました。

国際奉仕委員会 
委員長　石川　啓司

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、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。
⑥「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を譲り受けいただき、水戸陸
運手続き、シーロムRCを通じて輸出のための文書
作成・代理店を通じて輸送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５RC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
する招待状を作成しました。
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働きかけを行
いました。

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19
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RCにて、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 treat-
ment of diseaseへの協力要請を行い、RI第2670
地区（四国）より3,000ドルのDDF支援をいただ
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PDGへの働きかけを
行いました。
⑬１月26日からの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）ツアーへの参加と報告。
⑭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。
　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「国境なき医師団での活
動について」水戸赤十字病院の捨田利外茂夫氏の招
聘を働きかけました。
⑮３月第１例会の卓話「水と衛生月間に因んで」を行
いました。
⑯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プロジェクト遂行のために合同
情報集会を実施しました。
⑰グローバル補助金GG1862960 Understanding, 
the basics of prevention services, and 
treatment of diseaseの獲得ための書類作成と
実施国との調整を行い、ロータリー財団から承認さ
れました。
⑱トロント世界大会への数名の登録と参加。
　ご協力・ご支援ありがとうございました。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１．年度当初に理事役員の変更について各姉妹・友好
クラブへ連絡をしました。

２．姉妹クラブ交流事業については、平成29年９月
22日からの日韓親善会議の参加に合わせてソウ
ル市内で創立45周年事業の招請を兼ねて互いの
クラブの交流を図りました。

３．友好クラブ交流事業については、平成29年７月
にタイ国へ訪問し交流を図りました。
平成29年12月７日に高松西RCを訪問し、前夜
祭と翌日の例会に参加し創立45周年の招請を兼
ねて互いのクラブの交流を図りました。

４．今年度は当クラブの創立45周年事業を兼ねて、
各クラブとの交流を図りました。次年度以降も各
クラブとより深い交流が進展するように引継ぎを
し、事業報告といたします。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１．年次寄付
目　標：$12,090（130ドル以上／人）
結　果：$11,510（119ドル／人）

達成率：92％（2018年４月末現在）
２．ポリオ・プラス

目　標：$1,920（20ドル以上／人）
結　果：$3,589（37ドル／人）
達成率：187％（2018年４月末現在）

３．恒久基金「ベネファクター」年間1,000ドル
目　標：$1,000（１名以上）
結　果：$1,000（１名達成）
達成率：100％

４．地区補助金の申請及び有効活用
青少年奉仕活動、グローバルグラントに活用しま
した。

　会員の皆様のご協力を頂きまして、目標を達成する
予定です。心から感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

＊寄付達成率・クラブ目標66％
＊例会前に窓口活動として、会員の皆様に献金のお願
いや個別に献金の状況をお伝えし、献金のお願いを
致しました。
＊米山月間において、地区総括委員長の菊池様をお招
きし、卓話を実施いたしました。
＊米山奨学生には、例会への参加はもとより、ロータ
リー青少年指導者育成プログラム・RYLAへの参加
を勧め、ロータリーの価値観を学ぶ機会を手助けい
たしました。
＊奨学生にロータリー精神を学んでいただきました。
　会員の皆様のご協力に感謝し、ロータリー活動に精
進して参りたいと思っております。１年間ありがとう
ございました。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

　一人当たりの年間寄付３万円以上を目標とさせて頂
きました。
　寄付金の奉仕活動への使い道等を文章でご案内させ
て頂き、お声をかけさせて頂きましたが、目標値まで
行きませんでした。
　寄付の協力をして頂いた皆様に感謝申し上げ、目標
の３万円を超えた会員の皆様に記念品お送りしたいと
思います。
　皆さん有難うございました。

会計委員会
委員長　神代　学光

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・各委員会の協力を得て、収支とも当初予算範囲内で
推移しました。
・引続き、本クラブの円滑な運営を図るべく、適正な
会計処理に努めてまいります。
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プログラム委員会
委員長　宇留野秀一

　今年度の事業計画方針に則り、例会に参加して良
かったと思えるよう、内容の充実と調整を図りました。
①月間プログラムの作成においては理事会にて２ヵ月
分の承認をいただく形とし、クラブ全体の方針を反
映した調整を早めに行うようにしました。
②２名の会員によるイニシエーションスピーチを実施
しました。
③月間卓話については、当該委員会と連携し、国内外
において我々の支援を必要とする現場で尽力されて
いる方々を中心にお招きし、実情を知る機会としま
した。
④出席委員会と連携して、例会内容のメールによるア
ナウンスを行いました。
⑤創立45周年記念式典に向けて、適切な連絡・調整
が行えるように、例会中に時間を設けるなど、諸々
調整を行いました。
⑥ロータリーの時間においては、前半は地区での研修
会報告等の連絡・伝達を中心に、後半は様々な年代
の方にロータリーへの思いをスピーチして頂けるよ
う配慮してお願いをしました。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

　今年度は、各委員会の皆様のご協力があり、事業計
画がすべて成功しました。本当にありがとうございま
した。
　ロータリアンは、やはり奉仕活動が大切であり、参
加人数も増えるように協力していくことが、今後も重
要であると思います。

職業奉仕委員会 
委員長　米森　　厚

事業計画に基づき、下記の通り事業を行いました。
⑴年間を通して例会場に「四つのテスト」を掲示
⑵茨城県庁舎及び県議会議事堂にて移動例会の実施
⑶第２回目の「出前授業」を千波小学校にて実施

社会奉仕委員会 
委員長　河野　正政

・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を周知、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
第11回　１月27日㈯　赤塚市民センター　会員19名参加
第12回　２月24日㈯　緑岡市民センター　会員19名参加
第13回　３月24日㈯　赤塚市民センター　会員18名参加
第14回　４月28日㈯　緑岡市民センター　会員14名参加

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

・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）にて開催されま
した。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きました。
・青少年交換プログラムの募集周知等の活動をしまし
た。
・第16回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバ
スケットボール大会を開催致しました。（平成30年
２月12日　水戸市見川総合体育館）
　決勝トーナメント16チームで子供達、監督、コー
チ、熱のこもった戦いをしていました。父兄の応援
や当クラブの会員の応援で会場内はとても盛り上
がっていました。
　茨城ロボッツの選手が応援に駆けつけ、終了後に選
手とふれあいや写真撮影で賑やかな大会で盛り上が
りました。
・職業奉仕委員会との共催で「出前授業」を行いまし
た。（５月29日㈫　千波小学校）
　６年生４クラスを対象にクラブ会員有志がそれぞれ
の職業を通じて、将来を担う青少年の社会参加への
エールを送る奉仕活動を行いました。
　授業の後、授業を終えての子供達の感想を書いて頂
き、次回の参考やどう感じたかを見て、とても感動
を致しました。
各委員会の皆様、会員の皆様、１年間有難う御座い
ました。

国際奉仕委員会 
委員長　石川　啓司

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、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。
⑥「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を譲り受けいただき、水戸陸
運手続き、シーロムRCを通じて輸出のための文書
作成・代理店を通じて輸送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５RC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
する招待状を作成しました。
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働きかけを行
いました。

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19
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RCにて、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 treat-
ment of diseaseへの協力要請を行い、RI第2670
地区（四国）より3,000ドルのDDF支援をいただ
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PDGへの働きかけを
行いました。

⑬１月26日からの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）ツアーへの参加と報告。
⑭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。

　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「国境なき医師団での活
動について」水戸赤十字病院の捨田利外茂夫氏の招
聘を働きかけました。

⑮３月第１例会の卓話「水と衛生月間に因んで」を行
いました。

⑯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プロジェクト遂行のために合同
情報集会を実施しました。

⑰グローバル補助金GG1862960 Understanding, 
the basics of prevention services, and 
treatment of diseaseの獲得ための書類作成と
実施国との調整を行い、ロータリー財団から承認さ
れました。

⑱トロント世界大会への数名の登録と参加。
　ご協力・ご支援ありがとうございました。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１．年度当初に理事役員の変更について各姉妹・友好
クラブへ連絡をしました。

２．姉妹クラブ交流事業については、平成29年９月
22日からの日韓親善会議の参加に合わせてソウ
ル市内で創立45周年事業の招請を兼ねて互いの
クラブの交流を図りました。

３．友好クラブ交流事業については、平成29年７月
にタイ国へ訪問し交流を図りました。
平成29年12月７日に高松西RCを訪問し、前夜
祭と翌日の例会に参加し創立45周年の招請を兼
ねて互いのクラブの交流を図りました。

４．今年度は当クラブの創立45周年事業を兼ねて、
各クラブとの交流を図りました。次年度以降も各
クラブとより深い交流が進展するように引継ぎを
し、事業報告といたします。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１．年次寄付
目　標：$12,090（130ドル以上／人）
結　果：$11,510（119ドル／人）

達成率：92％（2018年４月末現在）
２．ポリオ・プラス

目　標：$1,920（20ドル以上／人）
結　果：$3,589（37ドル／人）
達成率：187％（2018年４月末現在）

３．恒久基金「ベネファクター」年間1,000ドル
目　標：$1,000（１名以上）
結　果：$1,000（１名達成）
達成率：100％

４．地区補助金の申請及び有効活用
青少年奉仕活動、グローバルグラントに活用しま
した。

　会員の皆様のご協力を頂きまして、目標を達成する
予定です。心から感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

＊寄付達成率・クラブ目標66％
＊例会前に窓口活動として、会員の皆様に献金のお願
いや個別に献金の状況をお伝えし、献金のお願いを
致しました。
＊米山月間において、地区総括委員長の菊池様をお招
きし、卓話を実施いたしました。
＊米山奨学生には、例会への参加はもとより、ロータ
リー青少年指導者育成プログラム・RYLAへの参加
を勧め、ロータリーの価値観を学ぶ機会を手助けい
たしました。
＊奨学生にロータリー精神を学んでいただきました。
　会員の皆様のご協力に感謝し、ロータリー活動に精
進して参りたいと思っております。１年間ありがとう
ございました。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

　一人当たりの年間寄付３万円以上を目標とさせて頂
きました。
　寄付金の奉仕活動への使い道等を文章でご案内させ
て頂き、お声をかけさせて頂きましたが、目標値まで
行きませんでした。
　寄付の協力をして頂いた皆様に感謝申し上げ、目標
の３万円を超えた会員の皆様に記念品お送りしたいと
思います。
　皆さん有難うございました。

会計委員会
委員長　神代　学光

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・各委員会の協力を得て、収支とも当初予算範囲内で
推移しました。
・引続き、本クラブの円滑な運営を図るべく、適正な
会計処理に努めてまいります。

2017-2018年度　事業実績報告（Ⅱ）
2－Vol.45  No42（第2155） Vol.45  No42（第2155）－3

2017-2018年度　事業実績報告（Ⅱ）
プログラム委員会

委員長　宇留野秀一
　今年度の事業計画方針に則り、例会に参加して良
かったと思えるよう、内容の充実と調整を図りました。
①月間プログラムの作成においては理事会にて２ヵ月
分の承認をいただく形とし、クラブ全体の方針を反
映した調整を早めに行うようにしました。
②２名の会員によるイニシエーションスピーチを実施
しました。
③月間卓話については、当該委員会と連携し、国内外
において我々の支援を必要とする現場で尽力されて
いる方々を中心にお招きし、実情を知る機会としま
した。
④出席委員会と連携して、例会内容のメールによるア
ナウンスを行いました。
⑤創立45周年記念式典に向けて、適切な連絡・調整
が行えるように、例会中に時間を設けるなど、諸々
調整を行いました。
⑥ロータリーの時間においては、前半は地区での研修
会報告等の連絡・伝達を中心に、後半は様々な年代
の方にロータリーへの思いをスピーチして頂けるよ
う配慮してお願いをしました。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　綿引　甚介

　今年度は、各委員会の皆様のご協力があり、事業計
画がすべて成功しました。本当にありがとうございま
した。
　ロータリアンは、やはり奉仕活動が大切であり、参
加人数も増えるように協力していくことが、今後も重
要であると思います。

職業奉仕委員会 
委員長　米森　　厚

事業計画に基づき、下記の通り事業を行いました。
⑴年間を通して例会場に「四つのテスト」を掲示
⑵茨城県庁舎及び県議会議事堂にて移動例会の実施
⑶第２回目の「出前授業」を千波小学校にて実施

社会奉仕委員会 
委員長　河野　正政

・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を周知、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
第11回　１月27日㈯　赤塚市民センター　会員19名参加
第12回　２月24日㈯　緑岡市民センター　会員19名参加
第13回　３月24日㈯　赤塚市民センター　会員18名参加
第14回　４月28日㈯　緑岡市民センター　会員14名参加

青少年奉仕委員会
委員長　及川　　譲

・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）にて開催されま
した。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きました。
・青少年交換プログラムの募集周知等の活動をしまし
た。
・第16回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバ
スケットボール大会を開催致しました。（平成30年
２月12日　水戸市見川総合体育館）
　決勝トーナメント16チームで子供達、監督、コー
チ、熱のこもった戦いをしていました。父兄の応援
や当クラブの会員の応援で会場内はとても盛り上
がっていました。
　茨城ロボッツの選手が応援に駆けつけ、終了後に選
手とふれあいや写真撮影で賑やかな大会で盛り上が
りました。
・職業奉仕委員会との共催で「出前授業」を行いまし
た。（５月29日㈫　千波小学校）
　６年生４クラスを対象にクラブ会員有志がそれぞれ
の職業を通じて、将来を担う青少年の社会参加への
エールを送る奉仕活動を行いました。
　授業の後、授業を終えての子供達の感想を書いて頂
き、次回の参考やどう感じたかを見て、とても感動
を致しました。
各委員会の皆様、会員の皆様、１年間有難う御座い
ました。

国際奉仕委員会 
委員長　石川　啓司

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、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。
⑥「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を譲り受けいただき、水戸陸
運手続き、シーロムRCを通じて輸出のための文書
作成・代理店を通じて輸送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５RC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
する招待状を作成しました。
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働きかけを行
いました。

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19
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RCにて、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 treat-
ment of diseaseへの協力要請を行い、RI第2670
地区（四国）より3,000ドルのDDF支援をいただ
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PDGへの働きかけを
行いました。

⑬１月26日からの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）ツアーへの参加と報告。
⑭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。

　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「国境なき医師団での活
動について」水戸赤十字病院の捨田利外茂夫氏の招
聘を働きかけました。

⑮３月第１例会の卓話「水と衛生月間に因んで」を行
いました。

⑯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プロジェクト遂行のために合同
情報集会を実施しました。

⑰グローバル補助金GG1862960 Understanding, 
the basics of prevention services, and 
treatment of diseaseの獲得ための書類作成と
実施国との調整を行い、ロータリー財団から承認さ
れました。

⑱トロント世界大会への数名の登録と参加。
　ご協力・ご支援ありがとうございました。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　中本　邦彦

１．年度当初に理事役員の変更について各姉妹・友好
クラブへ連絡をしました。

２．姉妹クラブ交流事業については、平成29年９月
22日からの日韓親善会議の参加に合わせてソウ
ル市内で創立45周年事業の招請を兼ねて互いの
クラブの交流を図りました。

３．友好クラブ交流事業については、平成29年７月
にタイ国へ訪問し交流を図りました。
平成29年12月７日に高松西RCを訪問し、前夜
祭と翌日の例会に参加し創立45周年の招請を兼
ねて互いのクラブの交流を図りました。

４．今年度は当クラブの創立45周年事業を兼ねて、
各クラブとの交流を図りました。次年度以降も各
クラブとより深い交流が進展するように引継ぎを
し、事業報告といたします。

ロータリー財団委員会
委員長　石井　浩一

１．年次寄付
目　標：$12,090（130ドル以上／人）
結　果：$11,510（119ドル／人）

達成率：92％（2018年４月末現在）
２．ポリオ・プラス

目　標：$1,920（20ドル以上／人）
結　果：$3,589（37ドル／人）
達成率：187％（2018年４月末現在）

３．恒久基金「ベネファクター」年間1,000ドル
目　標：$1,000（１名以上）
結　果：$1,000（１名達成）
達成率：100％

４．地区補助金の申請及び有効活用
青少年奉仕活動、グローバルグラントに活用しま
した。

　会員の皆様のご協力を頂きまして、目標を達成する
予定です。心から感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会
委員長　谷島　孝明

＊寄付達成率・クラブ目標66％
＊例会前に窓口活動として、会員の皆様に献金のお願
いや個別に献金の状況をお伝えし、献金のお願いを
致しました。
＊米山月間において、地区総括委員長の菊池様をお招
きし、卓話を実施いたしました。
＊米山奨学生には、例会への参加はもとより、ロータ
リー青少年指導者育成プログラム・RYLAへの参加
を勧め、ロータリーの価値観を学ぶ機会を手助けい
たしました。
＊奨学生にロータリー精神を学んでいただきました。
　会員の皆様のご協力に感謝し、ロータリー活動に精
進して参りたいと思っております。１年間ありがとう
ございました。

ニコニコBOX委員会
委員長　島根　昌明

　一人当たりの年間寄付３万円以上を目標とさせて頂
きました。
　寄付金の奉仕活動への使い道等を文章でご案内させ
て頂き、お声をかけさせて頂きましたが、目標値まで
行きませんでした。
　寄付の協力をして頂いた皆様に感謝申し上げ、目標
の３万円を超えた会員の皆様に記念品お送りしたいと
思います。
　皆さん有難うございました。

会計委員会
委員長　神代　学光

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・各委員会の協力を得て、収支とも当初予算範囲内で
推移しました。
・引続き、本クラブの円滑な運営を図るべく、適正な
会計処理に努めてまいります。
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各委員会の委員長より今年度下半期の事業実績報告がありました。

〈川上美智子次年度第３分区ガバナー補佐のご紹介〉

【略歴】茨城キリスト大学名誉教授　
社会福祉法人ユーアイ村ユーアイほいくえん園長ほか

【学歴】お茶の水女子大学文教育学部付属高等学校卒業
お茶の水女子大学家政学部食物学科卒業
お茶の水女子大学大学院家政学研究科食物学専攻修士修了
学術博士（お茶の水女子大学大学院人間文化研究科）

【ロータリー暦】
2009-2010　水戸好文ロータリークラブ　チャーターメンバー
2010-2011　幹事
2014-2015　会長
2016-2017　地区青少年交換委員
2017-2018　地区青少年交換委員長
社会貢献活動として茨城労働局地方労働審議会委員長、水戸
市教育委員長などを歴任
『茶の事典』『新版　家政学事典』など著書も多数執筆

第３分区ガバナー補佐新旧引継ご挨拶
大金誠第３分区ガバナー補佐（水戸南RC）　　　　

　　川上美智子次年度第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）

米山奨学金授与　ウェイケ・イケンナ スティーブさん
「米山奨学生として選んで頂きありがとうございます。また今月も奨
学金を頂きどうもありがとうございます。」

雑誌の時間　雑誌委員会

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

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

６月第３例会プログラム
2018年６月15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「１年を顧みて」 兼子充裕幹事
 5. 親睦の時間「６月誕生祝」 親睦活動委員会

 １日 蔵持圭一　　 ６日 長谷川國雄
 ８日 水口二良　　 ９日 北原　実
11日 髙野　賢　　19日 米森　厚
20日 島根昌明　　26日 米田英雄
27日 廣澤一浩

 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「下半期事業実績報告（Ⅱ）」

プログラム、奉仕プロジェクト、職業奉仕、
社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、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

６月５日㈫ 水府学院絆プロジェクト参加者
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　 （７名）
笹館康男、原口一吉、橋本　哲、岡村太郎、
川﨑英輝、田村　大、金原和美

第15回「おひさま食堂」が開催されます。
日　時：６月23日㈯　11:30～14:00
場　所：赤塚市民センター
　　　　水戸市河和田3-2329-3
集合時間：9:30（調理担当 8:30）までに集合

（メークアップ扱いとなります）

会員動静
田寺尚子会員が５月31日付で退会致しました。
現在の会員数は94名となりました。

2018-2019年度第１回定例理事会が開催されます。
日　時：７月２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。）

水戸市内RC例会変更
水 戸 東RC…６月21日㈭　18:30

　於 山口楼本店
６月28日㈭
定款第８条１節により休会

水戸さくらRC…６月25日㈪　18:30⇒12:30
水 　 戸RC…６月26日㈫　於 三の丸ホテル
水 戸 西RC…６月27日㈬

定款第８条第１節により休会

次回例会日程
日　時：６月29日㈮　18:30～
場　所：ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸
内　容：会長・幹事慰労会
※６月22日㈮の例会は、定款第８条第１節により
休会となります。
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前　週訂正出席率68.89％
前々週訂正出席率71.28％94名 52名 42名 61.18％６月第２例会（６月８日）

出席状況

第３分区ガバナー補佐　　　　大金　誠 氏（水戸南RC）
次年度第３分区ガバナー補佐　川上美智子 氏（水戸好文RC）
米山奨学生　　　　　　　　　ウェイケ・イケンナ スティーブ さん

■ゲスト

大金　誠第３分区ガバナー補佐（水戸南RC）
　　　　　　……

川上美智子次年度第３分区ガバナー補佐（水戸好文RC）
　　　　　　……

米田英雄会員……

佐藤昌樹会員……
河野正政会員……

塩沢富夫会員・川上正一会員
　　　　　　……

深谷　智会員……
米川幸喜会員……

田村　大会員……

井澤卓司会員……

松本隆史会員……

粂田信行会員……
菊池秀機会員……
川﨑紀子会員……
船橋範行会員……

石川啓司会員……

及川　譲会員……

川﨑英輝会員……

■ニコニコBOX（６月８日（金）扱）

この計　　　19件　　　85,000円

新旧第３分区ガバナー補佐交代のご紹介に来まし
た。地区大会他、ご参加有難うございました。

次年度第３分区ガバナー補佐を仰せつかっており
ます。皆様のご協力宜しくお願い致します。
事務所移転に際し、沢山の皆様よりお気遣い頂き
有難うございました。
お久し振りです。
次年度第３分区ガバナー補佐の川上先生、ようこ
そいらっしゃいました。

次年度第３分区ガバナー補佐の川上先生、ようこ
そいらっしゃいました。
久し振りに、ニコニコBOXに献金します。
暑いですね。ウェイケ・イケンナ スティーブさん、
米山研修旅行お疲れ様でした。
先日、水府学院にて少年達とラグビーをしました。
25年ぶりのラグビーはとても充実した時間でし
た。
次年度第３分区ガバナー補佐の川上先生、ようこ
そ！！ウェイケ・イケンナ スティーブさんご苦労様
です。
本日は欠席ですが、ニコニコBOX島根委員長の
為に献金しました。
何か良い事がありそうです。
皆さん、有難う！！
ウェイケ・イケンナ スティーブさん、こんにちは。
先程、県庁で浅田真央ちゃんに会いました。可愛
かったです。
19日からニューヨーク経由でトロントのロータ
リー世界大会へ参加してまいります。旅支度は何
もしていません。
不足金1,000円ですが、2,000円しか無いので
ニコニコBOXへ献金します。
今年度もあと僅かです。

■会員メークアップ
６/２　地区国際奉仕委員会　　石川啓司
６/４　水戸さくらRC　　　　　大金　誠
６/５　水戸RC　　　　　　　　大金　誠

北海道2500REC　　　野口英壽
６/６　水戸西RC　　　　　　　大金　誠
６/７　水戸東RC　　　　　　　大金　誠

６月第２例会　６月８日（金）
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ローズポークのコンフィのカダイフ包みとカレー・ライス
夏野菜を添えて

季節のサラダ　コーヒー

会食メニュー


