
会食メニュー
９月26日㈬に水戸市役所に於いて、高橋市長と創立45周年記念式典事業の打ち
合わせをしてきました

R I テ ー マ／インスピレーションになろう
地区スローガン／ロータリーの心と力を地域社会へ
クラブ会長方針／会員全員参加のクラブ運営を

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
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●会　長　鈴木　憲一　会長エレクト　小路　　實
●幹　事　川﨑　紀子　副会長　　　　志村　　保
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　深谷　　智
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週　報
幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

久保田啓藏会員…

長谷川國雄会員・鈴木憲一会員
　　　　　　……
河野正政会員……
髙野　賢会員……
久保田規子会員…

長岡秀典会員……
田口喜三郎会員…

大金　誠会員・塩沢富夫会員・根本 次会員・綿引甚介会員・
篠原　勉会員・深谷　智会員
　　　　　　……
井澤卓司会員……
笹館康男会員……

櫻井盛二会員……
市毛純一会員・米田英雄会員・粂田信行会員・原口一吉会員
　　　　　　……
松本隆史会員……
兼子充裕会員……

小路　實会員……

金原和美会員……

赤岩賢二会員……

軍司由佳会員……

小泉正史会員……
国本美加会員……
根本直哉会員……

石川啓司会員……

岡村太郎会員……

鈴木由紀子会員…
太田聖史会員（ニコニコBOX委員会）
　　　　　　……

この計　　　 34件　　　121,000円
月　計　　　 87件　　　332,800円
累　計　　　231件　　　904,528円

 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 鈴木憲一会長
 5. 米山功労者感謝状伝達

 塩沢富夫会員（第９回）　菊池秀機会員（第２回）
　谷島孝明会員（第１回）

 6. 雑誌の時間 奈良早苗雑誌委員長
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 卓話「イニシエーションスピーチ」

 長岡秀典会員
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

10月第１例会プログラム
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９月第４例会　９月28日（金）
■ニコニコBOX（９月28日（金）扱）

■会員メークアップ
９/27　北海道2500REC　　川﨑英輝

本日、喜寿祝の会を開いて頂き誠に有難うござい
ます。クラブの皆様に感謝いたします。

久保田啓藏さん、おめでとうございます。
久保田啓藏会員、おめでとうございます。
久保田啓藏様、喜寿おめでとうございます。
啓藏さん、喜寿おめでとうございます。これから
増々お元気で…今後とも宜しくお願いします。
久保田啓藏会員、喜寿御祝いおめでとうございます。
久保田啓藏さん、喜寿おめでとうございます。萬
寿無限であります様に。

久保田啓藏さん、喜寿おめでとうございます。
久保田啓藏会員の喜寿を寿ぎて。
久保田啓藏さん、おめでとうございます。これか
らも御指導下さい。
久保田啓藏会員、本日は誠におめでとうございます。

久保田啓藏会員、おめでとうございます。
久保ちゃん、おめでとうございます。
久保田啓藏会員、喜寿おめでとうございます。い
つまでもお元気で！
久保田啓藏会員、喜寿大変おめでとうございま
す。これからも健康に留意してください。
久保田会長、喜寿の御祝いおめでとうございま
す。これからも増々お元気で素敵な紳士でいらし
て下さい。
久保田啓藏会員、おめでとうございます。来月は
米山月間です。宜しくお願いします。
久保田啓藏会員、喜寿おめでとうございます。いつ
までもお元気で素敵な久保田さんでいて下さい。
久保田啓藏会員、喜寿おめでとうございます。
久保田啓藏さん、お誕生日おめでとうございます！！
久保田啓藏会員、９月誕生日の皆様、おめでとう
ございます。
明日は業会のハイキングなのですが、台風の影響
で午前から雨のようで。
久保田啓藏さん、喜寿おめでとうございます。い
つまでも若々しく元気に例会で会えることを楽し
みにしています！
久保田啓藏さん、おめでとうございます。

長谷川パストガバナー、松本会員、河野会員が目
標額達成です。久保田（啓）会員、長岡会員、小
路会員、塩沢会員が２万円台に到達しました。今
後共宜しくお願いします。

10月のロータリーレート
１ドル＝112円

1－3奉仕研究会が開催されます
日　時：10月10日㈬　18:30～
場　所：天天　TEL.302-1010
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります。）

本年度第１回戦略計画会議が開催されます
日　時：10月５日㈮　13:40～（例会終了後）
場　所：水戸プラザホテル2F　トパーズ

水戸市内6RC合同例会が開催されます
日　時：10月26日㈮
受　付：17:30～
例　会：18:00～18:20
講　演：18:25～19:25

「組織のチーム力を高める～セルフリーダーシップ～」
人材育成アドバイザー・元プロ野球選手　阿井英二郎氏

懇親会：19:35～21:00
※今回の合同例会は水戸南RCがホストとなりま
す。多くの会員の皆様の参加をお願い致します。
そして、他クラブの会員の皆様を、多くの水戸南
RCクラブ会員の皆様でお迎えしましょう！！！

水戸市内RC例会変更
水戸RC…10月９日㈫　於 三の丸ホテル

（ガバナー公式訪問の為）

次回例会日程
日　時：10月12日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：10月の誕生祝

卓話「米山月間に因んで」
米山奨学生　ウェイケ イケンナ スティーブさん

■財団BOX（９月28日（金）扱）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第６回)

$100　11,200円（累計$9,600）
斎藤孝夫会員……財団の友献金（第10回)

$100　11,200円（累計$5,000）
小泉正史会員……財団の友献金（第６回)

$100　11,200円（累計　$600）
月例献金（９月分）…1,468円

この計　　　４件　　　$300　　　35,068円

■米山BOX（９月28日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計990,000円）

この計　　　１件　　　10,000円

経済と地域社会の
発展月間／米山月間

前　週訂正出席率71.26％
前々週訂正出席率71.91％92名 57名 35名 66.28％９月第４例会（９月28日）

出席状況

日　時　平成30年10月１日㈪　18:30～
場　所　「魚誠」　水戸市南町2-4-38
出席者　理　事　　米川幸喜　　原口一吉　　谷島孝明

　　　　　橋本　哲　　深谷　智　　及川　譲
　　　　　赤岩賢二
重点理事　島根昌明
役　員　　鈴木憲一　　志村　保　　川﨑紀子
　　　　　河野正政　　水越光男
オブザーバー　長洲雅彦　　岡村太郎　　高梨博行
メークアップ　米森　厚　　上野義哉　　鈴木忠夫
　　　　　録田幸裕

議事・決議事項 
①10月・11月のプログラムについて 《承認》
②戦略計画会議について 《承認》
③「出前授業」奉仕活動について 《承認》
④水戸市内6RC合同例会について 《承認》
⑤この指とまれ事業の現状報告・対応について 《承認》

保留事項　創立45周年記念事業の除幕式の日程について
次回定例理事会
１．日時　平成30年10月29日㈪
　　　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
２．場所　海鮮厨房「天天」

水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F
〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2018-2019年度　第４回定例理事会　議事録

焼八寸　勘八照焼き　玉子焼き　鶏野菜巻き
栗甘露煮　茸のお浸しポン酢和え
林檎蒟蒻　花蓮根　佃煮

揚物　豚ヒレカツ　野菜一式
煮物　海老黄味煮　金時草麩　南瓜　紅葉人参　隠元
食事　俵押し　奈良漬
止椀　赤出汁



ロータリー財団メジャードナー＊クリスタル盾・襟ピン伝達
～久保田啓藏会員

久保田啓藏会員の喜寿を祝う会がスタート～
まずは鈴木憲一会長より「お祝いの言葉」

「喜寿を祝う会」の司会は根本直哉親睦
活動副委員長です

奈良早苗会員が日頃の感謝の想いを話されました～喜寿の色は
紫なので、紫のブーケをつくったそうです。品があり可愛いお
花でした。

奈良早苗会員に続いて金原和美会員も感謝の想いを熱
く話されました～金原和美会員のロータリー入会以前
から20数年来のお付き合いなので、其の想いは重い！！

閉会の挨拶は小路實会長エレクトです。
和やかに締めて下さいました

会場運営委員会の皆さん、本日もお疲れ様です長谷川國雄パストガバナーによる乾杯で、会食・歓談
がスタートしました。本日のメニューには何品か新メ
ニューがあり（肉）（エビ）とても美味しかったです!!

長谷川國雄パストガバナーの乾杯の挨拶
に聞き入る久保田啓藏会員

会場の風景

会長・幹事より「記念品贈呈」～喜寿祝いの名入り提灯
がカッコ良かったな…

水戸プラザホテルの橋本典彦総支配人より花束の
贈呈がありました

ロータリーに入会して42年～スライドに合わせて久保田啓藏
会員が「入会したころの当クラブ」「思い出に残るRC100周
年 シカゴ編」の話をして下さいました

９月誕生祝の皆さん～及川譲会員は還暦のお祝いです！

９月誕生日の皆さんを代表して、野口英壽会員より
お礼のあいさつを頂きました

親睦活動委員会の皆さん大変お疲れさまでした～
岡村太郎親睦活動委員長の準備段取りに頭が下が
ります！！
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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：川澄千亜紀　副委員長：菊池　秀機　委員：髙橋　伸之、草野達也

●会　長　鈴木　憲一　会長エレクト　小路　　實
●幹　事　川﨑　紀子　副会長　　　　志村　　保
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　深谷　　智

水戸南ロータリークラブ
Weekly Report Rotary Club of Mito-Minami

週　報
幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

久保田啓藏会員…

長谷川國雄会員・鈴木憲一会員
　　　　　　……
河野正政会員……
髙野　賢会員……
久保田規子会員…

長岡秀典会員……
田口喜三郎会員…

大金　誠会員・塩沢富夫会員・根本 次会員・綿引甚介会員・
篠原　勉会員・深谷　智会員
　　　　　　……
井澤卓司会員……
笹館康男会員……

櫻井盛二会員……
市毛純一会員・米田英雄会員・粂田信行会員・原口一吉会員
　　　　　　……
松本隆史会員……
兼子充裕会員……

小路　實会員……

金原和美会員……

赤岩賢二会員……

軍司由佳会員……

小泉正史会員……
国本美加会員……
根本直哉会員……

石川啓司会員……

岡村太郎会員……

鈴木由紀子会員…
太田聖史会員（ニコニコBOX委員会）
　　　　　　……

この計　　　 34件　　　121,000円
月　計　　　 87件　　　332,800円
累　計　　　231件　　　904,528円

 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 鈴木憲一会長
 5. 米山功労者感謝状伝達

 塩沢富夫会員（第９回）　菊池秀機会員（第２回）
　谷島孝明会員（第１回）

 6. 雑誌の時間 奈良早苗雑誌委員長
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 卓話「イニシエーションスピーチ」

 長岡秀典会員
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

10月第１例会プログラム
2018年10月５日（金）
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９月第４例会　９月28日（金）
■ニコニコBOX（９月28日（金）扱）

■会員メークアップ
９/27　北海道2500REC　　川﨑英輝

本日、喜寿祝の会を開いて頂き誠に有難うござい
ます。クラブの皆様に感謝いたします。

久保田啓藏さん、おめでとうございます。
久保田啓藏会員、おめでとうございます。
久保田啓藏様、喜寿おめでとうございます。
啓藏さん、喜寿おめでとうございます。これから
増々お元気で…今後とも宜しくお願いします。
久保田啓藏会員、喜寿御祝いおめでとうございます。
久保田啓藏さん、喜寿おめでとうございます。萬
寿無限であります様に。

久保田啓藏さん、喜寿おめでとうございます。
久保田啓藏会員の喜寿を寿ぎて。
久保田啓藏さん、おめでとうございます。これか
らも御指導下さい。
久保田啓藏会員、本日は誠におめでとうございます。

久保田啓藏会員、おめでとうございます。
久保ちゃん、おめでとうございます。
久保田啓藏会員、喜寿おめでとうございます。い
つまでもお元気で！
久保田啓藏会員、喜寿大変おめでとうございま
す。これからも健康に留意してください。
久保田会長、喜寿の御祝いおめでとうございま
す。これからも増々お元気で素敵な紳士でいらし
て下さい。
久保田啓藏会員、おめでとうございます。来月は
米山月間です。宜しくお願いします。
久保田啓藏会員、喜寿おめでとうございます。いつ
までもお元気で素敵な久保田さんでいて下さい。
久保田啓藏会員、喜寿おめでとうございます。
久保田啓藏さん、お誕生日おめでとうございます！！
久保田啓藏会員、９月誕生日の皆様、おめでとう
ございます。
明日は業会のハイキングなのですが、台風の影響
で午前から雨のようで。
久保田啓藏さん、喜寿おめでとうございます。い
つまでも若々しく元気に例会で会えることを楽し
みにしています！
久保田啓藏さん、おめでとうございます。

長谷川パストガバナー、松本会員、河野会員が目
標額達成です。久保田（啓）会員、長岡会員、小
路会員、塩沢会員が２万円台に到達しました。今
後共宜しくお願いします。

10月のロータリーレート
１ドル＝112円

1－3奉仕研究会が開催されます
日　時：10月10日㈬　18:30～
場　所：天天　TEL.302-1010
会　費：5,000円（メークアップ扱いとなります。）

本年度第１回戦略計画会議が開催されます
日　時：10月５日㈮　13:40～（例会終了後）
場　所：水戸プラザホテル2F　トパーズ

水戸市内6RC合同例会が開催されます
日　時：10月26日㈮
受　付：17:30～
例　会：18:00～18:20
講　演：18:25～19:25

「組織のチーム力を高める～セルフリーダーシップ～」
人材育成アドバイザー・元プロ野球選手　阿井英二郎氏

懇親会：19:35～21:00
※今回の合同例会は水戸南RCがホストとなりま
す。多くの会員の皆様の参加をお願い致します。
そして、他クラブの会員の皆様を、多くの水戸南
RCクラブ会員の皆様でお迎えしましょう！！！

水戸市内RC例会変更
水戸RC…10月９日㈫　於 三の丸ホテル

（ガバナー公式訪問の為）

次回例会日程
日　時：10月12日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：10月の誕生祝

卓話「米山月間に因んで」
米山奨学生　ウェイケ イケンナ スティーブさん

■財団BOX（９月28日（金）扱）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第６回)

$100　11,200円（累計$9,600）
斎藤孝夫会員……財団の友献金（第10回)

$100　11,200円（累計$5,000）
小泉正史会員……財団の友献金（第６回)

$100　11,200円（累計　$600）
月例献金（９月分）…1,468円

この計　　　４件　　　$300　　　35,068円

■米山BOX（９月28日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計990,000円）

この計　　　１件　　　10,000円

経済と地域社会の
発展月間／米山月間

前　週訂正出席率71.26％
前々週訂正出席率71.91％92名 57名 35名 66.28％９月第４例会（９月28日）

出席状況

日　時　平成30年10月１日㈪　18:30～
場　所　「魚誠」　水戸市南町2-4-38
出席者　理　事　　米川幸喜　　原口一吉　　谷島孝明

　　　　　橋本　哲　　深谷　智　　及川　譲
　　　　　赤岩賢二
重点理事　島根昌明
役　員　　鈴木憲一　　志村　保　　川﨑紀子
　　　　　河野正政　　水越光男
オブザーバー　長洲雅彦　　岡村太郎　　高梨博行
メークアップ　米森　厚　　上野義哉　　鈴木忠夫
　　　　　録田幸裕

議事・決議事項 
①10月・11月のプログラムについて 《承認》
②戦略計画会議について 《承認》
③「出前授業」奉仕活動について 《承認》
④水戸市内6RC合同例会について 《承認》
⑤この指とまれ事業の現状報告・対応について 《承認》

保留事項　創立45周年記念事業の除幕式の日程について
次回定例理事会
１．日時　平成30年10月29日㈪
　　　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
２．場所　海鮮厨房「天天」

水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F
〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2018-2019年度　第４回定例理事会　議事録

焼八寸　勘八照焼き　玉子焼き　鶏野菜巻き
栗甘露煮　茸のお浸しポン酢和え
林檎蒟蒻　花蓮根　佃煮

揚物　豚ヒレカツ　野菜一式
煮物　海老黄味煮　金時草麩　南瓜　紅葉人参　隠元
食事　俵押し　奈良漬
止椀　赤出汁


