
本日の卓話
NPO法人希望の車いす

理事長 谷 雅史氏

「愛と希望の車イス」のテーマでタイを
はじめアジア各国での活動を話されまし
た。水戸支部もあり、当クラブの原口一
吉会員も熱心に活動されております。

本日はたくさんの献金があったニコニコ
BOXの報告をする鈴木由紀子副委員長

合同情報集会を計画して、相乗りする委
員会もお誘いする一毛裕之広報委員長

卓話終了後、鈴木憲一会長と谷雅
史理事長で記念撮影

例会の進行が速すぎて、食事の
準備が間に合わなかった為、苦
笑いの高柳益美プログラム委員

幹事報告をする川﨑紀子幹事

通常ならカレーの日なのですが、
河野正政会場運営委員長のチャ
レンジで今日は天丼です!!

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

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
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週　報

この計　　　29件　　　98,000円

■財団BOX（11月16日（金）扱）
久保田啓藏会員…財団の友献金(第８回)

$100　11,200円(累計$9,800)
菊池秀機会員……財団の友献金(第９回)

$100　11,200円(累計$2,900)
河野正政会員……財団の友献金(第８・９回)

$200　22,400円(累計$2,900)
川﨑紀子会員……財団の友献金(第５回)

$100　11,200円(累計$2,500)
谷島孝明会員……財団の友献金(第８回)

$100　11,200円(累計 $800)

この計　　　５件　　　$600　　　67,200円

NPO法人希望の車いす　理事長　谷　雅史 氏
理　事　土田友子 氏

■ゲスト

鈴木憲一会員……
小川啓子会員……

河野正政会員……
米田英雄会員……

人見光一会員・長岡秀典会員…
久保田啓藏会員…

市毛純一会員……
松本隆史会員……

根本 次会員……

篠原　勉会員……

粂田信行会員……

髙橋伸之会員……

米川幸喜会員……

軍司由佳会員……

谷島孝明会員……
宇留野秀一会員…

国本美加会員……

原口一吉会員……
田村　大会員……

石川啓司会員……
郡司恵一郎会員…

奈良早苗会員……

石井浩一会員……
野口英壽会員……
久保田規子会員…
高梨博行会員……

太田聖史会員……

眞﨑美奈子事務局員…

■ニコニコBOX（11月16日（金）扱）
出前授業ご苦労様でした。
今日は出前授業に参加させて頂きました。この
後、両親の法事の為、会津若松に行って来ます。
高梨君いつも有難う。
出前授業の講師の皆様、大変お疲れ様でした。川
﨑幹事、大きなヤマを超えましたね。
　　　　　　出前授業お疲れ様でした。
朝夕寒くなりました。健康に気をつけましょう。
先週は水戸市内6RC親睦野球大会ご苦労様でし
た。
本日も宜しく。
「NPO法人希望の車いす」理事長の谷雅史様、
卓話宜しくお願いします。
水戸市内6RC親睦野球大会お疲れ様でした。録
田会員、MVPおめでとう。
緑岡小学校の出前授業に行って来ました。元気な
小学生に会って楽しんで来ました。
久し振りにバリ島に行って来ました。インドネシ
アの人口は世界第４位で発展していました。
社員に双生児が生まれました。嬉しい限りです。
すくすくと育ちますように。
出前授業にご参加の皆様、講師の皆様ご苦労様で
した。有難うございました。
出前授業お疲れ様でした。講師への質問が活発で
楽しかったです。
出前授業へのご参加有難うございました。
出前授業お疲れ様でした。将来、この生徒の中か
らロータリアンが誕生するといいですね。
出前授業に参加させて頂きました。子供達の笑顔
に触れ、フレッシュな気持ちになりました！！
車いすの卓話、有難うございます。
夢の叶え方の話をしました。宝くじが当りますよ
うに！
明日は、大学の部活展覧会を恵比寿で行います。
会員増強委員会です。今期、新会員候補者の紹介
が少ないのでどうか皆様、会員増強にご協力下さ
い。宜しくお願いします。
身内に玉のような可愛らしい男の子が誕生しまし
た。嬉しいの一言です。
希望の車いすの卓話、宜しくお願いします。
この頃は寒くなりました。体に気をつけましょう。
出前授業お疲れ様でした。
出前授業お疲れ様でした。子供達の素敵な笑顔を
見ることができました。
今日は出前授業で子供達の輝く表情を見ることが
できました。
　　土曜日の水戸市内6RC親睦野球大会お疲れ
様でした。すごく楽しく見させて頂きました。根
本（ ）ピッチャーと松本キャッチャーは見るこ
とが出来ず残念でした。
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■米山BOX（11月16日（金）扱）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計470,000円)

この計　　　１件　　　10,000円

■会員メークアップ
11/14　北海道2500REC　　　　　　人見光一
11/15　水戸好文RC創立10周年記念例会

長谷川國雄　　井澤卓司　　鈴木憲一
川﨑紀子

11/19　水戸さくらRC　　兼子充裕

 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 鈴木憲一会長
 5. 親睦の時間「11月誕生祝」 親睦活動委員会

14日 河野正政　　16日 中本邦彦
19日 柏　　茂　　21日 上野義哉
24日 天　茂彦　　27日 二川隆司
28日 川上正一

 6. 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）

 7. 幹事報告
 8. クラブ懇談会 乾杯 鈴木憲一会長
 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

11月第５例会プログラム
2018年11月30日（金）

１

２

３

４

11月14日㈬ 1－3奉仕研究会参加者（敬称略）
二川隆司、長谷川國雄、原口一吉、人見光一、
一毛裕之、小泉正史、根本 次、岡村太郎、
笹館康男、鈴木忠夫、篠原　勉、高梨博行、
田村　大、谷島孝明、米川幸喜、録田幸裕、
長岡秀典、鈴木憲一、川﨑紀子　　　　　（19名）

11月21日㈬ 第２回SRGコンペ参加者（敬称略）
廣澤一浩、小路　實、久保田啓藏、松本隆史、
中川勝義、岡村太郎、鈴木憲一、塩沢富夫、
米川幸喜、谷島孝明　　　　　　　　　　（10名）

第６回定例理事会が開催されます
日　時：12月３日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」
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ご参加お待ちしています）

次回例会日程
日　時：12月７日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：年次総会

・2019-2020年度理事・役員選出
RLIについての報告

井澤卓司地区戦略計画委員
「上半期を顧みて」

鈴木憲一会長、川﨑紀子幹事

前　週訂正出席率69.32％
前々週訂正出席率79.55％92名 55名 37名 67.41％11月第３例会（11月16日）

出席状況

11月第３例会　11月16日（金）

2018年（平成30年）11月30日（金）
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ロータリー財団月間

11月14日㈬
1－3奉仕研究会

開催



６年１組は小川会員と高柳会員がスタンバイだっ
ぺ！お二人とも茨城弁を大事にして欲しい事を伝
えていました

６年２組は太田会員と宇留野会員がスタンバイ

６年３組は国本会員と人見会員がスタンバイ

６年４組は奈良会員と北原会員がスタンバイ

６年５組は篠原会員と田村会員がスタンバイ

コンビニについて話す高柳会員
＊「プラス１の行動があなたを変える」という話
は子供達に実践してほしいですね！

ボウリングについて熱く語る国本会員

花屋さんの大変さと素晴らしさを優しく説明した
奈良会員

海水浴場のアイスクリーム屋さんの例で経営につ
いて説明する宇留野会員

子供たちに優しく語りかける小川会員
＊ラジオの仕事でも視聴者の事を思いやって話し
ていることを説明していました

社会保険労務士の仕事を子供達に真剣に説明する
北原会員の貴重画像

出前授業を取り仕切った谷島孝明青少年奉仕委員長と
米川幸喜職業奉仕委員長～大変お疲れさまでした

出前授業終了後、校長先生の謝辞に聞き入る皆さん 駐車場案内する笑顔の高梨博行会場
運営副委員長

出前授業終了後の記念写真＊皆さんの笑顔が最高です！！

出前授業直前の講師控室にて 親睦活動委員会と会場運営委員会の皆さ
んでの万全な駐車場案内

税理士の仕事を相続の話を通して子供達に分かり
やすく説明した篠原会員

設計した庭を3D映像の中で散歩して見せる田村
会員＊夢を持つことを熱く話されました

値段の決め方・価値について説明する太田会員

弁護士について説明する人見会員
＊「抱え込まないで誰かに相談してください。」と
いう普遍的メッセージは子供達に伝わったはず！！

11月16日（金）　出前授業　於：緑岡小学校 11月16日（金）　出前授業　於：緑岡小学校

＊子供たちの声＊
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６年１組　小川啓子会員、高柳益美会員
1-1　災害時にラジオは大切で役に立つものなんだと感じました。また、いつで

も相手のことを思って話すことは大切なことだと分かりました。
1-2　プラス１の大切さを感じました。どんどんプラス１を積み重ねて大きな数

字になるようにしたいです。
６年２組　太田聖史会員、宇留野秀一会員
2-1　物の値段の決めかたに３面性があることを知りました。費用性・収益性・

市場性、ちょっと難しかったかな？
2-2　アイスクリーム屋さんの経営戦略がとても面白く、売りかた以外どんな対

応をすれば良いのか分かりました。
６年３組　国本美加会員、人見光一会員
3-1　ボウリングが国体競技に入っていることを知りました。ストライクを出す

コツを聞き、ボウリングをやりたくなりました。
3-2　弁護士はドラマで見るように、机をバンバンたたいていると思ったのに、

裁判のしくみや知らなかったことをたくさん知りました。
６年４組　奈良早苗会員、北原　実会員
4-1　仕事のために海外にまで行って、一生懸命なんだなと思った。お金のため

だけではなく、買ってくれる人の笑顔のためと聞いて、カッコイイと思った。
4-2　年金の話が少し難しかったけど、年金には３種類あることを知りました。多く

の人に知られていない職業でも大切な役割をしていることが分かりました。
６年５組　篠原　勉会員、田村　大会員
5-1　税理士ということが全然分からなかったけど、税について丁寧に教えても

らって、中小企業の味方なんだって分かりました。
5-2　夢の叶えかたについて考えることができ、勉強は夢のためにしていくこと

が分かりました。自分の願いを注文してみたいと思います。
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3-2　弁護士はドラマで見るように、机をバンバンたたいていると思ったのに、

裁判のしくみや知らなかったことをたくさん知りました。
６年４組　奈良早苗会員、北原　実会員
4-1　仕事のために海外にまで行って、一生懸命なんだなと思った。お金のため

だけではなく、買ってくれる人の笑顔のためと聞いて、カッコイイと思った。
4-2　年金の話が少し難しかったけど、年金には３種類あることを知りました。多く

の人に知られていない職業でも大切な役割をしていることが分かりました。
６年５組　篠原　勉会員、田村　大会員
5-1　税理士ということが全然分からなかったけど、税について丁寧に教えても

らって、中小企業の味方なんだって分かりました。
5-2　夢の叶えかたについて考えることができ、勉強は夢のためにしていくこと

が分かりました。自分の願いを注文してみたいと思います。



６年１組は小川会員と高柳会員がスタンバイだっ
ぺ！お二人とも茨城弁を大事にして欲しい事を伝
えていました

６年２組は太田会員と宇留野会員がスタンバイ

６年３組は国本会員と人見会員がスタンバイ

６年４組は奈良会員と北原会員がスタンバイ

６年５組は篠原会員と田村会員がスタンバイ

コンビニについて話す高柳会員
＊「プラス１の行動があなたを変える」という話
は子供達に実践してほしいですね！

ボウリングについて熱く語る国本会員

花屋さんの大変さと素晴らしさを優しく説明した
奈良会員

海水浴場のアイスクリーム屋さんの例で経営につ
いて説明する宇留野会員

子供たちに優しく語りかける小川会員
＊ラジオの仕事でも視聴者の事を思いやって話し
ていることを説明していました

社会保険労務士の仕事を子供達に真剣に説明する
北原会員の貴重画像

出前授業を取り仕切った谷島孝明青少年奉仕委員長と
米川幸喜職業奉仕委員長～大変お疲れさまでした

出前授業終了後、校長先生の謝辞に聞き入る皆さん 駐車場案内する笑顔の高梨博行会場
運営副委員長

出前授業終了後の記念写真＊皆さんの笑顔が最高です！！

出前授業直前の講師控室にて 親睦活動委員会と会場運営委員会の皆さ
んでの万全な駐車場案内

税理士の仕事を相続の話を通して子供達に分かり
やすく説明した篠原会員

設計した庭を3D映像の中で散歩して見せる田村
会員＊夢を持つことを熱く話されました

値段の決め方・価値について説明する太田会員

弁護士について説明する人見会員
＊「抱え込まないで誰かに相談してください。」と
いう普遍的メッセージは子供達に伝わったはず！！

11月16日（金）　出前授業　於：緑岡小学校 11月16日（金）　出前授業　於：緑岡小学校
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2－Vol.46  No19（第2175） Vol.46  No19（第2175）－3

６年１組　小川啓子会員、高柳益美会員
1-1　災害時にラジオは大切で役に立つものなんだと感じました。また、いつで

も相手のことを思って話すことは大切なことだと分かりました。
1-2　プラス１の大切さを感じました。どんどんプラス１を積み重ねて大きな数

字になるようにしたいです。
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本日の卓話
NPO法人希望の車いす

理事長 谷 雅史氏

「愛と希望の車イス」のテーマでタイを
はじめアジア各国での活動を話されまし
た。水戸支部もあり、当クラブの原口一
吉会員も熱心に活動されております。

本日はたくさんの献金があったニコニコ
BOXの報告をする鈴木由紀子副委員長

合同情報集会を計画して、相乗りする委
員会もお誘いする一毛裕之広報委員長

卓話終了後、鈴木憲一会長と谷雅
史理事長で記念撮影

例会の進行が速すぎて、食事の
準備が間に合わなかった為、苦
笑いの高柳益美プログラム委員

幹事報告をする川﨑紀子幹事

通常ならカレーの日なのですが、
河野正政会場運営委員長のチャ
レンジで今日は天丼です!!

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

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

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

この計　　　29件　　　98,000円

■財団BOX（11月16日（金）扱）
久保田啓藏会員…財団の友献金(第８回)

$100　11,200円(累計$9,800)
菊池秀機会員……財団の友献金(第９回)

$100　11,200円(累計$2,900)
河野正政会員……財団の友献金(第８・９回)

$200　22,400円(累計$2,900)
川﨑紀子会員……財団の友献金(第５回)

$100　11,200円(累計$2,500)
谷島孝明会員……財団の友献金(第８回)

$100　11,200円(累計 $800)

この計　　　５件　　　$600　　　67,200円

NPO法人希望の車いす　理事長　谷　雅史 氏
理　事　土田友子 氏

■ゲスト

鈴木憲一会員……
小川啓子会員……

河野正政会員……
米田英雄会員……

人見光一会員・長岡秀典会員…
久保田啓藏会員…

市毛純一会員……
松本隆史会員……

根本 次会員……

篠原　勉会員……

粂田信行会員……

髙橋伸之会員……

米川幸喜会員……

軍司由佳会員……

谷島孝明会員……
宇留野秀一会員…

国本美加会員……

原口一吉会員……
田村　大会員……

石川啓司会員……
郡司恵一郎会員…

奈良早苗会員……

石井浩一会員……
野口英壽会員……
久保田規子会員…
高梨博行会員……

太田聖史会員……

眞﨑美奈子事務局員…

■ニコニコBOX（11月16日（金）扱）
出前授業ご苦労様でした。
今日は出前授業に参加させて頂きました。この
後、両親の法事の為、会津若松に行って来ます。
高梨君いつも有難う。
出前授業の講師の皆様、大変お疲れ様でした。川
﨑幹事、大きなヤマを超えましたね。
　　　　　　出前授業お疲れ様でした。
朝夕寒くなりました。健康に気をつけましょう。
先週は水戸市内6RC親睦野球大会ご苦労様でし
た。
本日も宜しく。
「NPO法人希望の車いす」理事長の谷雅史様、
卓話宜しくお願いします。
水戸市内6RC親睦野球大会お疲れ様でした。録
田会員、MVPおめでとう。
緑岡小学校の出前授業に行って来ました。元気な
小学生に会って楽しんで来ました。
久し振りにバリ島に行って来ました。インドネシ
アの人口は世界第４位で発展していました。
社員に双生児が生まれました。嬉しい限りです。
すくすくと育ちますように。
出前授業にご参加の皆様、講師の皆様ご苦労様で
した。有難うございました。
出前授業お疲れ様でした。講師への質問が活発で
楽しかったです。
出前授業へのご参加有難うございました。
出前授業お疲れ様でした。将来、この生徒の中か
らロータリアンが誕生するといいですね。
出前授業に参加させて頂きました。子供達の笑顔
に触れ、フレッシュな気持ちになりました！！
車いすの卓話、有難うございます。
夢の叶え方の話をしました。宝くじが当りますよ
うに！
明日は、大学の部活展覧会を恵比寿で行います。
会員増強委員会です。今期、新会員候補者の紹介
が少ないのでどうか皆様、会員増強にご協力下さ
い。宜しくお願いします。
身内に玉のような可愛らしい男の子が誕生しまし
た。嬉しいの一言です。
希望の車いすの卓話、宜しくお願いします。
この頃は寒くなりました。体に気をつけましょう。
出前授業お疲れ様でした。
出前授業お疲れ様でした。子供達の素敵な笑顔を
見ることができました。
今日は出前授業で子供達の輝く表情を見ることが
できました。
　　土曜日の水戸市内6RC親睦野球大会お疲れ
様でした。すごく楽しく見させて頂きました。根
本（ ）ピッチャーと松本キャッチャーは見るこ
とが出来ず残念でした。
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今日は出前授業に参加させて頂きました。この
後、両親の法事の為、会津若松に行って来ます。
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田会員、MVPおめでとう。
緑岡小学校の出前授業に行って来ました。元気な
小学生に会って楽しんで来ました。
久し振りにバリ島に行って来ました。インドネシ
アの人口は世界第４位で発展していました。
社員に双生児が生まれました。嬉しい限りです。
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した。有難うございました。
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出前授業へのご参加有難うございました。
出前授業お疲れ様でした。将来、この生徒の中か
らロータリアンが誕生するといいですね。
出前授業に参加させて頂きました。子供達の笑顔
に触れ、フレッシュな気持ちになりました！！
車いすの卓話、有難うございます。
夢の叶え方の話をしました。宝くじが当りますよ
うに！
明日は、大学の部活展覧会を恵比寿で行います。
会員増強委員会です。今期、新会員候補者の紹介
が少ないのでどうか皆様、会員増強にご協力下さ
い。宜しくお願いします。
身内に玉のような可愛らしい男の子が誕生しまし
た。嬉しいの一言です。
希望の車いすの卓話、宜しくお願いします。
この頃は寒くなりました。体に気をつけましょう。
出前授業お疲れ様でした。
出前授業お疲れ様でした。子供達の素敵な笑顔を
見ることができました。
今日は出前授業で子供達の輝く表情を見ることが
できました。
　　土曜日の水戸市内6RC親睦野球大会お疲れ
様でした。すごく楽しく見させて頂きました。根
本（　）ピッチャーと松本キャッチャーは見るこ
とが出来ず残念でした。

■米山BOX（11月16日（金）扱）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計470,000円)

この計　　　１件　　　10,000円

■会員メークアップ
11/14　北海道2500REC　　　　　　人見光一
11/15　水戸好文RC創立10周年記念例会

長谷川國雄　　井澤卓司　　鈴木憲一
川﨑紀子

11/19　水戸さくらRC　　兼子充裕

 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 鈴木憲一会長
 5. 親睦の時間「11月誕生祝」 親睦活動委員会

14日 河野正政　　16日 中本邦彦
19日 柏　　茂　　21日 上野義哉
24日 天　茂彦　　27日 二川隆司
28日 川上正一

 6. 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）

 7. 幹事報告
 8. クラブ懇談会 乾杯 鈴木憲一会長
 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

11月第５例会プログラム
2018年11月30日（金）

１

２

３

４

11月14日㈬ 1－3奉仕研究会参加者（敬称略）
二川隆司、長谷川國雄、原口一吉、人見光一、
一毛裕之、小泉正史、根本 次、岡村太郎、
笹館康男、鈴木忠夫、篠原　勉、高梨博行、
田村　大、谷島孝明、米川幸喜、録田幸裕、
長岡秀典、鈴木憲一、川﨑紀子　　　　　（19名）

11月21日㈬ 第２回SRGコンペ参加者（敬称略）
廣澤一浩、小路　實、久保田啓藏、松本隆史、
中川勝義、岡村太郎、鈴木憲一、塩沢富夫、
米川幸喜、谷島孝明　　　　　　　　　　（10名）

第６回定例理事会が開催されます
日　時：12月３日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」
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ご参加お待ちしています）

次回例会日程
日　時：12月７日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：年次総会

・2019-2020年度理事・役員選出
RLIについての報告

井澤卓司地区戦略計画委員
「上半期を顧みて」

鈴木憲一会長、川﨑紀子幹事

前　週訂正出席率69.32％
前々週訂正出席率79.55％92名 55名 37名 67.41％11月第３例会（11月16日）

出席状況

11月第３例会　11月16日（金）
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ロータリー財団月間

11月14日㈬
1－3奉仕研究会

開催


