
職業分類委員会
大原康宏委員長

会員選考委員会
塩沢富夫委員長

会員増強委員会
郡司恵一郎委員長

ロータリー情報委員会
根本 次委員長

クラブ管理運営委員会
志村保委員長

親睦活動委員会
岡村太郎委員長

「1月誕生祝」～鈴木憲一会長を囲んで

１月28日㈪ 定例理事会が開催されました

マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ローピン伝達～米田英雄会員

「雑誌の時間」は久保田規子雑誌副委員長
です～【人と動物の優しい関係】の記事に
フォーカスして盲導犬・聴導犬・介助犬の
話や絶滅危惧種の話題を説明されました

会場運営委員会
高梨博行副委員長

プログラム委員会
長洲雅彦委員長

広報委員会
一毛裕之委員長

会報委員会
菊池秀機副委員長

IT資料委員会
粂田信行委員長

雑誌委員会
奈良早苗委員長

クラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ」

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

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

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

週　報

■米山BOX（１月25日（金）扱）
粂田信行会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計530,000円）
綿引甚介会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計150,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

■米山BOX（１月22日（火）扱）
櫻井盛二会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計590,000円）

この計　　　１件　　　10,000円

■会員メークアップ
１/19　第３回RLI養成講座

井澤卓司　　宇留野秀一　　川澄千亜紀

 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. 米山奨学金授与

 ウェイケ イケンナ スティーブさん
 5. ロータリーの時間「戦略計画についての報告」

 鈴木憲一会長
 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. クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ」
⑬会員組織　⑭出席　⑮奉仕プロジェクト
⑯職業奉仕　⑰社会奉仕　⑱青少年奉仕
⑲国際奉仕　⑳姉妹・友好クラブ交流
㉑ロータリー財団　 ㉒米山記念奨学
㉓ニコニコBOX　㉔会計　

11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

２月第１例会プログラム
2019年２月１日（金）

１

２

３

４

５

６

７

２月のロータリーレート
１ドル＝110円

新会員候補者が本日公表されました
ご異議のある場合には、７日以内に幹事までお申し
出下さい。

１月26日㈯ おひさま食堂出席者（敬称略）
深谷　智、二川隆司、軍司由佳、原口一吉、
廣澤一浩、兼子充裕、金原和美、小泉正史、
久保田規子、長洲雅彦、岡村太郎、上野義哉、
宇留野秀一、谷島孝明、米田英雄、米川幸喜、
鈴木憲一、川﨑紀子　　　　　　　　　　（18名）

１月26日㈯ 野球部新年安全必勝祈願祭参加者（敬称略）
深谷　智、一毛裕之、小泉正史、小路　實、
松本隆史、根本直哉、根本 次、大金　誠、
岡村太郎、島根昌明、塩沢富夫、高梨博行、
上野義哉、宇留野秀一、鈴木憲一　　　　　（15名）

水戸市内6RC会長・幹事会が開催されます
日　時：２月７日㈭　18:30～
場　所：中川楼　TEL.231-3318

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…２月４日㈪→２月６日㈬　11:00

（桜の植樹式の為）

次回例会日程
日　時：２月８日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「防衛講話」

自衛隊茨城地方協力本部長　山下慎一氏
＊なかなか聞けない自衛隊の話、アレコレ
でしょうか…お聞き逃しのないように！

前　週訂正出席率73.26％
前々週訂正出席率79.55％92名 50名 42名 59.52％１月第４例会（１月25日）

出席状況

１月第４例会　１月25日（金）

2019年（平成31年）２月１日（金）
Vol.46  No26（第2182）－１

4－Vol.46  No26（第2182）

平和と紛争予防・
紛争解決月間

水戸東RC　　打越芳男会員■ビジター

鈴木憲一会員……
笹館康男会員・中川勝義会員…
佐藤昌樹会員……
市毛純一会員……
島根昌明会員……
奈良早苗会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（１月25日（金）扱）
１月誕生日の皆様を祝して。
　　　　　　誕生祝有難うございます。
お久し振りです。
本日も宜しくお願い致します。
１月誕生日の皆様おめでとうございます。
櫻井さん、久保田規子ちゃん、ご迷惑おかけいた
しました。鎖骨以外は超元気です！！
２月14日バレンタインデーは県総合福祉会館4F
にて、東京から㈱レーモンド設計事務所の三浦敏
伸氏をお呼びして、アントニン・レーモンド生誕
130年のセミナーを開催します。

この計　　　 8件　　　 29,000円
月　計　　　 56件　　　 217,000円
累　計　　　427件　　　1,635,120円

■財団BOX（１月25日（金）扱）
川﨑紀子会員……ベネファクター献金（第６回）

$100　11,200円（累計$600）
月例献金（１月分）…887円

この計　　　２件　　　$100　　　12,087円

■財団BOX（１月22日（火）扱）
櫻井盛二会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,200円（累計$5,200）

この計　　　１件　　　$100　　　11,200円



会食メニュー
焼八寸　鰤照焼き　お浸し　レーズン松風

里芋田楽　葉唐辛子　山桃甘露煮
玉子焼き　白身南蛮漬

造　里　鰤　帆立貝
煮　物　海老五色揚げ　鱚かき餅揚げ

南瓜　獅子唐
食　事　俵押し　奈良漬
お　椀　赤出汁

会員組織委員会
委員長　小路　　實

１．上半期実績
・職業分類、会員選考、会員増強及びロータリー情報委
員会の状況について調整を行った。又、1－3奉仕研
究会での各委員長の研修を実施した。

２．下半期活動計画
・戦略計画会議での立案を例会で説明する。立案を実行
に移し例会の充実に努めてまいります。

出席委員会
委員長　島根　昌明

１．上半期実績
 ７月71.99％　 ８月71.62％　 ９月76.19％
10月75.83％　11月76.00％　12月71.17％　
・波はありますが、出席率が少しずつ良くなっておりま
す。
・メークアップも増えています。

２．下半期活動計画
　引き続き、例会出席率を上げるために、メークアッ
プ、会員同士の御声かけ、携帯電話へ例会案内のメール
配信を続けていきます。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

１．上半期実績
・鈴木年度体制になる前に全委員会が家庭集会を開催し
ました。
・７月以降、委員会合同の家庭集会を開催した委員会が
ありました。

２．下半期活動計画
・４大奉仕委員会及び姉妹・友好クラブ交流委員会から
の要請があれば、いつでも相談や指導及び協力体制を
固めていく。また、引き続き、委員会の家庭集会の開
催を進めていく。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
①職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例会場
に掲示した。
②地域社会に貢献する企業「水戸プラザホテル」へ職場
訪問を行った。
③職業奉仕活動として、青少年奉仕委員会と連携を図
り、「緑岡小学校」にて『出前授業』を実施した。

２．下半期活動計画
①引き続き『四つのテスト』を例会場に掲示して、職業
奉仕の実践を呼び掛けていく。

社会奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１．上半期実績
・おひさま食堂、二箇所同時開催が実現した。ボラン
ティアの方々の参加人数も増えている。

・市民への認知度向上として、千波湖で開催したラーメ
ンまつり（2018年11月）におひさま食堂として参
加した。

２．下半期活動計画
・三の丸地区大手橋及び水戸一高周辺地域に、「水戸学
の道」という案内版が水戸南ロータリークラブの名入
りで、３月１日に完成する。

・おひさま食堂を通し、下半期も子どもたちの食育につ
とめていく。

青少年奉仕委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
＊地区研修・協議会の参加
＊社会奉仕委員会と協力し、会員講師による緑岡小学校
での出前授業の開催を致しました。

２．下半期活動計画
＊２月11日、第17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の開催

＊青少年月間の卓話「青少年奉仕に因んで」

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

１．上半期実績
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分野第
２「疾病予防と治療」に関する奉仕活動を立案済み。
グローバル・グラントで申請中。

②国際ロータリー第2820地区が独自に行っている「こ
の指とまれ」事業に提唱クラブとして参加。友部
RC、古河東RC、竜ケ崎RC、水戸西RC、土浦南
RC、水戸好文RC、しもだて紫水RC、大子RC、水
戸東RC、下館RC、牛久RC、水戸さくらRC、計
12クラブから総額17万円の賛助金を授与。水戸市消
防本部から無償提供いただいた消防車２台のタイ国内
受入公共団体の情報待ち。

２．下半期活動計画
①友好クラブである高松西RCと協働できる国際奉仕活
動を検討及び企画する。

②姉妹クラブである清州西原RCと協働できる国際奉仕
活動を検討及び企画する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
・タイの友好クラブシーロムRC会長就任式訪問、並び
に「この指とまれ」事業の消防自動車贈呈式、医療用
ベッド贈呈式に参加。

２．下半期活動計画
・友好クラブ高松西RC創立50周年記念式典に当クラ
ブから15名以上参加し、親睦と友好を深める。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
　皆様のご協力で、上半期、ロータリー財団献金も予定
近くご寄付頂きありがとう御座いました。
　年末･年始、委員長不在の中、副委員長の頑張りで助
かりました。今後も宜しくお願い致します。

２．下半期活動計画
　下半期も上半期同様、皆様のご協力を頂き、委員会一
丸となり、目標を達成するまでお声掛けを致しますの
で、皆様宜しくお願い致します。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
①米山記念奨学献金への呼びかけ
②米山奨学生の卓話
③米山奨学生（家族含む）へのサポートができた。

２．下半期活動計画
①寄付金目標の会員一人当たり20,000円の目標に達し
ていない会員に協力して頂く。

②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施。
③米山カウンセラーと協力して米山奨学生と交流を図
る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１．上半期実績
献金総額：1,418,120円
・目標達成者（12名）　　・２万５千～３万円（４名）
・２万～２万５千円（10名）・１万５千～２万円（11名）
・１万～１万５千円（22名）・５千～１万円（16名）
・０～５千円（17名・内０円：12名）

２．下半期活動計画
　上半期に引き続き、ニコニコBOX献金を呼びかける。

会計委員会
委員長　神代　学光

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように務める。

②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営の為、予算配分・支出の均等を各
委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支払
いを行う。

Ⅱ上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ Ⅱ上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
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日　時　2019年１月28日㈪　18:30～
場　所　「茶の間」　水戸市南町1－2－4
出席者　理　事　　米川幸喜　　原口一吉　　谷島孝明

　　　　　橋本　哲　　深谷　智　　一毛裕之
　　　　　赤岩賢二
役　員　　鈴木憲一　　小路　實　　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　松本隆史

議事・決議事項 
①２月・３月プログラムについて 《承認》
②高松西RC出席状況について 《確認》
③新会員推薦について 《承認》
④他クラブ経験者の1－3奉仕研究会参加について 《確認》
⑤３月30日の日帰り親睦旅行延期について 《承認》
⑥広報活動（FMぱるるん出演）について 《承認》
⑦新旧合同クラブ協議会について 《承認》
⑧次年度委員会編成表（案）について 《見直し・検討》

次年度検討事項　家族例会時のご家族様の会費について
次回定例理事会
１．日時　2019年２月25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８回定例理事会　議事録

会食メニュー
焼八寸　鰤照焼き　お浸し　レーズン松風

里芋田楽　葉唐辛子　山桃甘露煮
玉子焼き　白身南蛮漬

造　里　鰤　帆立貝
煮　物　海老五色揚げ　鱚かき餅揚げ

南瓜　獅子唐
食　事　俵押し　奈良漬
お　椀　赤出汁

会員組織委員会
委員長　小路　　實

１．上半期実績
・職業分類、会員選考、会員増強及びロータリー情報委
員会の状況について調整を行った。又、1－3奉仕研
究会での各委員長の研修を実施した。

２．下半期活動計画
・戦略計画会議での立案を例会で説明する。立案を実行
に移し例会の充実に努めてまいります。

出席委員会
委員長　島根　昌明

１．上半期実績
 ７月71.99％　 ８月71.62％　 ９月76.19％
10月75.83％　11月76.00％　12月71.17％　
・波はありますが、出席率が少しずつ良くなっておりま
す。
・メークアップも増えています。

２．下半期活動計画
　引き続き、例会出席率を上げるために、メークアッ
プ、会員同士の御声かけ、携帯電話へ例会案内のメール
配信を続けていきます。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

１．上半期実績
・鈴木年度体制になる前に全委員会が家庭集会を開催し
ました。
・７月以降、委員会合同の家庭集会を開催した委員会が
ありました。

２．下半期活動計画
・４大奉仕委員会及び姉妹・友好クラブ交流委員会から
の要請があれば、いつでも相談や指導及び協力体制を
固めていく。また、引き続き、委員会の家庭集会の開
催を進めていく。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
①職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例会場
に掲示した。
②地域社会に貢献する企業「水戸プラザホテル」へ職場
訪問を行った。
③職業奉仕活動として、青少年奉仕委員会と連携を図
り、「緑岡小学校」にて『出前授業』を実施した。

２．下半期活動計画
①引き続き『四つのテスト』を例会場に掲示して、職業
奉仕の実践を呼び掛けていく。

社会奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１．上半期実績
・おひさま食堂、二箇所同時開催が実現した。ボラン
ティアの方々の参加人数も増えている。

・市民への認知度向上として、千波湖で開催したラーメ
ンまつり（2018年11月）におひさま食堂として参
加した。

２．下半期活動計画
・三の丸地区大手橋及び水戸一高周辺地域に、「水戸学
の道」という案内版が水戸南ロータリークラブの名入
りで、３月１日に完成する。

・おひさま食堂を通し、下半期も子どもたちの食育につ
とめていく。

青少年奉仕委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
＊地区研修・協議会の参加
＊社会奉仕委員会と協力し、会員講師による緑岡小学校
での出前授業の開催を致しました。

２．下半期活動計画
＊２月11日、第17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の開催

＊青少年月間の卓話「青少年奉仕に因んで」

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

１．上半期実績
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分野第
２「疾病予防と治療」に関する奉仕活動を立案済み。
グローバル・グラントで申請中。

②国際ロータリー第2820地区が独自に行っている「こ
の指とまれ」事業に提唱クラブとして参加。友部
RC、古河東RC、竜ケ崎RC、水戸西RC、土浦南
RC、水戸好文RC、しもだて紫水RC、大子RC、水
戸東RC、下館RC、牛久RC、水戸さくらRC、計
12クラブから総額17万円の賛助金を授与。水戸市消
防本部から無償提供いただいた消防車２台のタイ国内
受入公共団体の情報待ち。

２．下半期活動計画
①友好クラブである高松西RCと協働できる国際奉仕活
動を検討及び企画する。

②姉妹クラブである清州西原RCと協働できる国際奉仕
活動を検討及び企画する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
・タイの友好クラブシーロムRC会長就任式訪問、並び
に「この指とまれ」事業の消防自動車贈呈式、医療用
ベッド贈呈式に参加。

２．下半期活動計画
・友好クラブ高松西RC創立50周年記念式典に当クラ
ブから15名以上参加し、親睦と友好を深める。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
　皆様のご協力で、上半期、ロータリー財団献金も予定
近くご寄付頂きありがとう御座いました。
　年末･年始、委員長不在の中、副委員長の頑張りで助
かりました。今後も宜しくお願い致します。

２．下半期活動計画
　下半期も上半期同様、皆様のご協力を頂き、委員会一
丸となり、目標を達成するまでお声掛けを致しますの
で、皆様宜しくお願い致します。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
①米山記念奨学献金への呼びかけ
②米山奨学生の卓話
③米山奨学生（家族含む）へのサポートができた。

２．下半期活動計画
①寄付金目標の会員一人当たり20,000円の目標に達し
ていない会員に協力して頂く。

②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施。
③米山カウンセラーと協力して米山奨学生と交流を図
る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１．上半期実績
献金総額：1,418,120円
・目標達成者（12名）　　・２万５千～３万円（４名）
・２万～２万５千円（10名）・１万５千～２万円（11名）
・１万～１万５千円（22名）・５千～１万円（16名）
・０～５千円（17名・内０円：12名）

２．下半期活動計画
　上半期に引き続き、ニコニコBOX献金を呼びかける。

会計委員会
委員長　神代　学光

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように務める。

②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営の為、予算配分・支出の均等を各
委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支払
いを行う。
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日　時　2019年１月28日㈪　18:30～
場　所　「茶の間」　水戸市南町1－2－4
出席者　理　事　　米川幸喜　　原口一吉　　谷島孝明

　　　　　橋本　哲　　深谷　智　　一毛裕之
　　　　　赤岩賢二
役　員　　鈴木憲一　　小路　實　　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　松本隆史

議事・決議事項 
①２月・３月プログラムについて 《承認》
②高松西RC出席状況について 《確認》
③新会員推薦について 《承認》
④他クラブ経験者の1－3奉仕研究会参加について 《確認》
⑤３月30日の日帰り親睦旅行延期について 《承認》
⑥広報活動（FMぱるるん出演）について 《承認》
⑦新旧合同クラブ協議会について 《承認》
⑧次年度委員会編成表（案）について 《見直し・検討》

次年度検討事項　家族例会時のご家族様の会費について
次回定例理事会
１．日時　2019年２月25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８回定例理事会　議事録



会食メニュー
焼八寸　鰤照焼き　お浸し　レーズン松風

里芋田楽　葉唐辛子　山桃甘露煮
玉子焼き　白身南蛮漬

造　里　鰤　帆立貝
煮　物　海老五色揚げ　鱚かき餅揚げ

南瓜　獅子唐
食　事　俵押し　奈良漬
お　椀　赤出汁

会員組織委員会
委員長　小路　　實

１．上半期実績
・職業分類、会員選考、会員増強及びロータリー情報委
員会の状況について調整を行った。又、1－3奉仕研
究会での各委員長の研修を実施した。

２．下半期活動計画
・戦略計画会議での立案を例会で説明する。立案を実行
に移し例会の充実に努めてまいります。

出席委員会
委員長　島根　昌明

１．上半期実績
 ７月71.99％　 ８月71.62％　 ９月76.19％
10月75.83％　11月76.00％　12月71.17％　
・波はありますが、出席率が少しずつ良くなっておりま
す。

・メークアップも増えています。

２．下半期活動計画
　引き続き、例会出席率を上げるために、メークアッ
プ、会員同士の御声かけ、携帯電話へ例会案内のメール
配信を続けていきます。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

１．上半期実績
・鈴木年度体制になる前に全委員会が家庭集会を開催し
ました。

・７月以降、委員会合同の家庭集会を開催した委員会が
ありました。

２．下半期活動計画
・４大奉仕委員会及び姉妹・友好クラブ交流委員会から
の要請があれば、いつでも相談や指導及び協力体制を
固めていく。また、引き続き、委員会の家庭集会の開
催を進めていく。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
①職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例会場
に掲示した。

②地域社会に貢献する企業「水戸プラザホテル」へ職場
訪問を行った。

③職業奉仕活動として、青少年奉仕委員会と連携を図
り、「緑岡小学校」にて『出前授業』を実施した。

２．下半期活動計画
①引き続き『四つのテスト』を例会場に掲示して、職業
奉仕の実践を呼び掛けていく。

社会奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１．上半期実績
・おひさま食堂、二箇所同時開催が実現した。ボラン
ティアの方々の参加人数も増えている。

・市民への認知度向上として、千波湖で開催したラーメ
ンまつり（2018年11月）におひさま食堂として参
加した。

２．下半期活動計画
・三の丸地区大手橋及び水戸一高周辺地域に、「水戸学
の道」という案内版が水戸南ロータリークラブの名入
りで、３月１日に完成する。

・おひさま食堂を通し、下半期も子どもたちの食育につ
とめていく。

青少年奉仕委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
＊地区研修・協議会の参加
＊社会奉仕委員会と協力し、会員講師による緑岡小学校
での出前授業の開催を致しました。

２．下半期活動計画
＊２月11日、第17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の開催

＊青少年月間の卓話「青少年奉仕に因んで」

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

１．上半期実績
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分野第
２「疾病予防と治療」に関する奉仕活動を立案済み。
グローバル・グラントで申請中。

②国際ロータリー第2820地区が独自に行っている「こ
の指とまれ」事業に提唱クラブとして参加。友部
RC、古河東RC、竜ケ崎RC、水戸西RC、土浦南
RC、水戸好文RC、しもだて紫水RC、大子RC、水
戸東RC、下館RC、牛久RC、水戸さくらRC、計
12クラブから総額17万円の賛助金を授与。水戸市消
防本部から無償提供いただいた消防車２台のタイ国内
受入公共団体の情報待ち。

２．下半期活動計画
①友好クラブである高松西RCと協働できる国際奉仕活
動を検討及び企画する。

②姉妹クラブである清州西原RCと協働できる国際奉仕
活動を検討及び企画する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
・タイの友好クラブシーロムRC会長就任式訪問、並び
に「この指とまれ」事業の消防自動車贈呈式、医療用
ベッド贈呈式に参加。

２．下半期活動計画
・友好クラブ高松西RC創立50周年記念式典に当クラ
ブから15名以上参加し、親睦と友好を深める。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
　皆様のご協力で、上半期、ロータリー財団献金も予定
近くご寄付頂きありがとう御座いました。
　年末･年始、委員長不在の中、副委員長の頑張りで助
かりました。今後も宜しくお願い致します。

２．下半期活動計画
　下半期も上半期同様、皆様のご協力を頂き、委員会一
丸となり、目標を達成するまでお声掛けを致しますの
で、皆様宜しくお願い致します。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
①米山記念奨学献金への呼びかけ
②米山奨学生の卓話
③米山奨学生（家族含む）へのサポートができた。

２．下半期活動計画
①寄付金目標の会員一人当たり20,000円の目標に達し
ていない会員に協力して頂く。
②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施。
③米山カウンセラーと協力して米山奨学生と交流を図
る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１．上半期実績
献金総額：1,418,120円
・目標達成者（12名）　　・２万５千～３万円（４名）
・２万～２万５千円（10名）・１万５千～２万円（11名）
・１万～１万５千円（22名）・５千～１万円（16名）
・０～５千円（17名・内０円：12名）

２．下半期活動計画
　上半期に引き続き、ニコニコBOX献金を呼びかける。

会計委員会
委員長　神代　学光

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように務める。

②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営の為、予算配分・支出の均等を各
委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支払
いを行う。
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日　時　2019年１月28日㈪　18:30～
場　所　「茶の間」　水戸市南町1－2－4
出席者　理　事　　米川幸喜　　原口一吉　　谷島孝明

　　　　　橋本　哲　　深谷　智　　一毛裕之
　　　　　赤岩賢二
役　員　　鈴木憲一　　小路　實　　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　松本隆史

議事・決議事項 
①２月・３月プログラムについて 《承認》
②高松西RC出席状況について 《確認》
③新会員推薦について 《承認》
④他クラブ経験者の1－3奉仕研究会参加について 《確認》
⑤３月30日の日帰り親睦旅行延期について 《承認》
⑥広報活動（FMぱるるん出演）について 《承認》
⑦新旧合同クラブ協議会について 《承認》
⑧次年度委員会編成表（案）について 《見直し・検討》

次年度検討事項　家族例会時のご家族様の会費について
次回定例理事会
１．日時　2019年２月25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８回定例理事会　議事録

会食メニュー
焼八寸　鰤照焼き　お浸し　レーズン松風

里芋田楽　葉唐辛子　山桃甘露煮
玉子焼き　白身南蛮漬

造　里　鰤　帆立貝
煮　物　海老五色揚げ　鱚かき餅揚げ

南瓜　獅子唐
食　事　俵押し　奈良漬
お　椀　赤出汁

会員組織委員会
委員長　小路　　實

１．上半期実績
・職業分類、会員選考、会員増強及びロータリー情報委
員会の状況について調整を行った。又、1－3奉仕研
究会での各委員長の研修を実施した。

２．下半期活動計画
・戦略計画会議での立案を例会で説明する。立案を実行
に移し例会の充実に努めてまいります。

出席委員会
委員長　島根　昌明

１．上半期実績
 ７月71.99％　 ８月71.62％　 ９月76.19％
10月75.83％　11月76.00％　12月71.17％　
・波はありますが、出席率が少しずつ良くなっておりま
す。

・メークアップも増えています。

２．下半期活動計画
　引き続き、例会出席率を上げるために、メークアッ
プ、会員同士の御声かけ、携帯電話へ例会案内のメール
配信を続けていきます。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　水越　光男

１．上半期実績
・鈴木年度体制になる前に全委員会が家庭集会を開催し
ました。

・７月以降、委員会合同の家庭集会を開催した委員会が
ありました。

２．下半期活動計画
・４大奉仕委員会及び姉妹・友好クラブ交流委員会から
の要請があれば、いつでも相談や指導及び協力体制を
固めていく。また、引き続き、委員会の家庭集会の開
催を進めていく。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
①職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例会場
に掲示した。

②地域社会に貢献する企業「水戸プラザホテル」へ職場
訪問を行った。

③職業奉仕活動として、青少年奉仕委員会と連携を図
り、「緑岡小学校」にて『出前授業』を実施した。

２．下半期活動計画
①引き続き『四つのテスト』を例会場に掲示して、職業
奉仕の実践を呼び掛けていく。

社会奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１．上半期実績
・おひさま食堂、二箇所同時開催が実現した。ボラン
ティアの方々の参加人数も増えている。

・市民への認知度向上として、千波湖で開催したラーメ
ンまつり（2018年11月）におひさま食堂として参
加した。

２．下半期活動計画
・三の丸地区大手橋及び水戸一高周辺地域に、「水戸学
の道」という案内版が水戸南ロータリークラブの名入
りで、３月１日に完成する。

・おひさま食堂を通し、下半期も子どもたちの食育につ
とめていく。

青少年奉仕委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
＊地区研修・協議会の参加
＊社会奉仕委員会と協力し、会員講師による緑岡小学校
での出前授業の開催を致しました。

２．下半期活動計画
＊２月11日、第17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の開催

＊青少年月間の卓話「青少年奉仕に因んで」

国際奉仕委員会
委員長　橋本　　哲

１．上半期実績
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分野第
２「疾病予防と治療」に関する奉仕活動を立案済み。
グローバル・グラントで申請中。

②国際ロータリー第2820地区が独自に行っている「こ
の指とまれ」事業に提唱クラブとして参加。友部
RC、古河東RC、竜ケ崎RC、水戸西RC、土浦南
RC、水戸好文RC、しもだて紫水RC、大子RC、水
戸東RC、下館RC、牛久RC、水戸さくらRC、計
12クラブから総額17万円の賛助金を授与。水戸市消
防本部から無償提供いただいた消防車２台のタイ国内
受入公共団体の情報待ち。

２．下半期活動計画
①友好クラブである高松西RCと協働できる国際奉仕活
動を検討及び企画する。

②姉妹クラブである清州西原RCと協働できる国際奉仕
活動を検討及び企画する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
・タイの友好クラブシーロムRC会長就任式訪問、並び
に「この指とまれ」事業の消防自動車贈呈式、医療用
ベッド贈呈式に参加。

２．下半期活動計画
・友好クラブ高松西RC創立50周年記念式典に当クラ
ブから15名以上参加し、親睦と友好を深める。

ロータリー財団委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
　皆様のご協力で、上半期、ロータリー財団献金も予定
近くご寄付頂きありがとう御座いました。
　年末･年始、委員長不在の中、副委員長の頑張りで助
かりました。今後も宜しくお願い致します。

２．下半期活動計画
　下半期も上半期同様、皆様のご協力を頂き、委員会一
丸となり、目標を達成するまでお声掛けを致しますの
で、皆様宜しくお願い致します。

米山記念奨学委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
①米山記念奨学献金への呼びかけ
②米山奨学生の卓話
③米山奨学生（家族含む）へのサポートができた。

２．下半期活動計画
①寄付金目標の会員一人当たり20,000円の目標に達し
ていない会員に協力して頂く。
②米山奨学生の出席毎に近況報告を実施。
③米山カウンセラーと協力して米山奨学生と交流を図
る。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１．上半期実績
献金総額：1,418,120円
・目標達成者（12名）　　・２万５千～３万円（４名）
・２万～２万５千円（10名）・１万５千～２万円（11名）
・１万～１万５千円（22名）・５千～１万円（16名）
・０～５千円（17名・内０円：12名）

２．下半期活動計画
　上半期に引き続き、ニコニコBOX献金を呼びかける。

会計委員会
委員長　神代　学光

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように務める。

②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営の為、予算配分・支出の均等を各
委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支払
いを行う。

Ⅱ上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ Ⅱ上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
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日　時　2019年１月28日㈪　18:30～
場　所　「茶の間」　水戸市南町1－2－4
出席者　理　事　　米川幸喜　　原口一吉　　谷島孝明

　　　　　橋本　哲　　深谷　智　　一毛裕之
　　　　　赤岩賢二
役　員　　鈴木憲一　　小路　實　　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　松本隆史

議事・決議事項 
①２月・３月プログラムについて 《承認》
②高松西RC出席状況について 《確認》
③新会員推薦について 《承認》
④他クラブ経験者の1－3奉仕研究会参加について 《確認》
⑤３月30日の日帰り親睦旅行延期について 《承認》
⑥広報活動（FMぱるるん出演）について 《承認》
⑦新旧合同クラブ協議会について 《承認》
⑧次年度委員会編成表（案）について 《見直し・検討》

次年度検討事項　家族例会時のご家族様の会費について
次回定例理事会
１．日時　2019年２月25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８回定例理事会　議事録



職業分類委員会
大原康宏委員長

会員選考委員会
塩沢富夫委員長

会員増強委員会
郡司恵一郎委員長

ロータリー情報委員会
根本 次委員長

クラブ管理運営委員会
志村保委員長

親睦活動委員会
岡村太郎委員長

「1月誕生祝」～鈴木憲一会長を囲んで

１月28日㈪ 定例理事会が開催されました

マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ローピン伝達～米田英雄会員

「雑誌の時間」は久保田規子雑誌副委員長
です～【人と動物の優しい関係】の記事に
フォーカスして盲導犬・聴導犬・介助犬の
話や絶滅危惧種の話題を説明されました

会場運営委員会
高梨博行副委員長

プログラム委員会
長洲雅彦委員長

広報委員会
一毛裕之委員長

会報委員会
菊池秀機副委員長

IT資料委員会
粂田信行委員長

雑誌委員会
奈良早苗委員長

クラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ」

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

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

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

週　報

■米山BOX（１月25日（金）扱）
粂田信行会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計530,000円）
綿引甚介会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計150,000円）

この計　　　２件　　　20,000円

■米山BOX（１月22日（火）扱）
櫻井盛二会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計590,000円）

この計　　　１件　　　10,000円

■会員メークアップ
１/19　第３回RLI養成講座

井澤卓司　　宇留野秀一　　川澄千亜紀

 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. 米山奨学金授与

 ウェイケ イケンナ スティーブさん
 5. ロータリーの時間「戦略計画についての報告」

 鈴木憲一会長
 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. クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ」
⑬会員組織　⑭出席　⑮奉仕プロジェクト
⑯職業奉仕　⑰社会奉仕　⑱青少年奉仕
⑲国際奉仕　⑳姉妹・友好クラブ交流
㉑ロータリー財団　 ㉒米山記念奨学
㉓ニコニコBOX　㉔会計　

11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

２月第１例会プログラム
2019年２月１日（金）

１

２

３

４

５

６

７

２月のロータリーレート
１ドル＝110円

新会員候補者が本日公表されました
ご異議のある場合には、７日以内に幹事までお申し
出下さい。

１月26日㈯ おひさま食堂出席者（敬称略）
深谷　智、二川隆司、軍司由佳、原口一吉、
廣澤一浩、兼子充裕、金原和美、小泉正史、
久保田規子、長洲雅彦、岡村太郎、上野義哉、
宇留野秀一、谷島孝明、米田英雄、米川幸喜、
鈴木憲一、川﨑紀子　　　　　　　　　　（18名）

１月26日㈯ 野球部新年安全必勝祈願祭参加者（敬称略）
深谷　智、一毛裕之、小泉正史、小路　實、
松本隆史、根本直哉、根本 次、大金　誠、
岡村太郎、島根昌明、塩沢富夫、高梨博行、
上野義哉、宇留野秀一、鈴木憲一　　　　　（15名）

水戸市内6RC会長・幹事会が開催されます
日　時：２月７日㈭　18:30～
場　所：中川楼　TEL.231-3318

水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…２月４日㈪→２月６日㈬　11:00

（桜の植樹式の為）

次回例会日程
日　時：２月８日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：卓話「防衛講話」

自衛隊茨城地方協力本部長　山下慎一氏
＊なかなか聞けない自衛隊の話、アレコレ
でしょうか…お聞き逃しのないように！

前　週訂正出席率73.26％
前々週訂正出席率79.55％92名 50名 42名 59.52％１月第４例会（１月25日）

出席状況

１月第４例会　１月25日（金）

2019年（平成31年）２月１日（金）
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平和と紛争予防・
紛争解決月間

水戸東RC　　打越芳男会員■ビジター

鈴木憲一会員……
笹館康男会員・中川勝義会員…
佐藤昌樹会員……
市毛純一会員……
島根昌明会員……
奈良早苗会員……

石川啓司会員……

■ニコニコBOX（１月25日（金）扱）
１月誕生日の皆様を祝して。
　　　　　　誕生祝有難うございます。
お久し振りです。
本日も宜しくお願い致します。
１月誕生日の皆様おめでとうございます。
櫻井さん、久保田規子ちゃん、ご迷惑おかけいた
しました。鎖骨以外は超元気です！！
２月14日バレンタインデーは県総合福祉会館4F
にて、東京から㈱レーモンド設計事務所の三浦敏
伸氏をお呼びして、アントニン・レーモンド生誕
130年のセミナーを開催します。

この計　　　 8件　　　 29,000円
月　計　　　 56件　　　 217,000円
累　計　　　427件　　　1,635,120円

■財団BOX（１月25日（金）扱）
川﨑紀子会員……ベネファクター献金（第６回）

$100　11,200円（累計$600）
月例献金（１月分）…887円

この計　　　２件　　　$100　　　12,087円

■財団BOX（１月22日（火）扱）
櫻井盛二会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,200円（累計$5,200）

この計　　　１件　　　$100　　　11,200円


