
会長と記念撮影する「４月誕生祝」の皆さんマルチプル・ポール・ハリス・フェ
ローピン伝達　菊池秀機会員

「４月誕生祝」の皆さんを代表して
大金誠会員が挨拶をされました

MIKAさんと２FACEの皆さんあ
りがとう！

２FACEの皆さんのダンスパフォーマンス

茨城県ラグビーフットボール協会への賛助会
員加入の資料説明とお願いをする橋本哲会員

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（４月26日（金）扱）
大金　誠会員……米山功労者献金(第6回)

10,000円(累計760,000円)
鈴木憲一会員……米山功労者献金(第1回)

10,000円(累計510,000円)
米川幸喜会員……米山功労者献金(第10回)

10,000円(累計200,000円)
根本直哉会員……準米山功労者献金(第4回)

10,000円(累計 40,000円)

この計　　　4件　　　40,000円

■会員メークアップ
4/13　　高松西RC前夜祭

鈴木憲一　久保田啓藏　笹館康男　井澤卓司
根本 次　篠原　勉　奈良早苗　軍司由佳
長洲雅彦　上野義哉　石井浩一　松本隆史
中本邦彦　水越光男　川﨑英輝　桑名武之　

4/14　　高松西RC創立50周年記念式典
鈴木憲一　久保田啓藏　笹館康男　井澤卓司
根本 次　篠原　勉　奈良早苗　軍司由佳
河野正政　長洲雅彦　高梨博行　小泉正史
上野義哉　石井浩一　松本隆史　米川幸喜
岡村太郎　中本邦彦　水越光男　長岡秀典
川﨑英輝　桑名武之　録田幸裕　兼子充裕
川﨑紀子

4/14　　地区研修・協議会
佐藤　衛　長谷川國雄　塩沢富夫　石井浩一
石川啓司　宇留野秀一　米川幸喜　島根昌明
小路　實　志村　保　深谷　智　菊池秀機
及川　譲　髙橋伸之　原口一吉　二川隆司

4/15　　高松西RC観光
笹館康男　井澤卓司　根本祐次　篠原　勉
奈良早苗　軍司由佳　河野正政　長洲雅彦
高梨博行　小泉正史　石井浩一　米川幸喜
岡村太郎　水越光男　長岡秀典　川﨑英輝
桑名武之　録田幸裕　川﨑紀子

高松西RCゴルフ
鈴木憲一　久保田啓藏　松本隆史

4/16　　地区大会記念ゴルフ大会
塩沢富夫　一毛裕之　米川幸喜

4/17　　水戸西RC　 大金　誠
4/19　　北海道2500REC　野口英壽
4/20　　地区会長幹事会

長谷川國雄　塩沢富夫　井澤卓司　石川啓司
鈴木憲一　川﨑紀子

4/25　　東京ピースウィングREC　武田　誠
4/29　　日本REC2650　　水口二良
4/30　　北海道2500REC　野口英壽

 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 
「米山奨学生の紹介＆挨拶、及び米山奨学金授与」
 バスネット・アシシュさん

 5. 会　食
 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. 月間卓話「青少年奉仕月間に因んで」

　地区インターアクト委員
 中野智一氏（水戸西RC）

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

５月第２例会プログラム
2019年５月10日（金）
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５月のロータリーレート
１ドル＝112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。

1－3奉仕研究会が開催されます
日　時：5月15日㈬　18:30～
場　所：茶の間　水戸市南町1-2-4　TEL.231-1735
会　費：6000円

※メークアップとなりますので多数の参加お待ちしております。

RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パート１
が開催されます
日　時：5月12日㈰　9:00～
場　所：三の丸ホテル　TEL.221-3011
出席者：小路實会長エレクト

水戸市内6RC例会変更
水戸さくら…5月13日㈪→5月11日㈯　14:15～

（日本さくらロータリー会合同例会の為）

水戸さくらRCとの合同例会が開催されます
日　時：5月24日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：【～大人のたしなみ～】
＊講師のシニアソムリエ　飛田氏から、大人のマナー・たしなみ・ワ
インの飲み方・進め方等々を教えていただきます。今後はちょっ
と違ったワインの飲み方をしてみては。
※水戸南RCがホストとなります。多数の出席者で水戸
さくらRCとの懇親を深めていただきたいと思います。
※本日より会費を集めますので親睦活動委員会までお
願い致します。

次回例会日程
日　時：5月17日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：戦略会議のまとめと結果報告 

前　週訂正出席率80.23％
前々週訂正出席率78.89％93名 50名 43名 60.24％４月第４例会（４月26日）

出席状況

４月第４例会　４月26日（金）

2019年（令和元年）５月10日（金）
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青少年奉仕月間
長谷川國雄会員…

笹館康男会員……

市毛純一会員……
志村　保会員……

米川幸喜会員……
橋本　哲会員……

久保田啓藏会員…

大金　誠会員……
一毛裕之会員……
松本隆史会員……
島根昌明会員……
根本直哉会員……
原口一吉会員……
茅根正人会員……
小路　實会員……

深谷　智会員……

■ニコニコBOX（４月26日（金）扱）
地区大会でRI会長代理ご夫妻のエイドが無事に終
わりました。
高松西RC創立50周年記念式典にご参加された皆
様、お世話になりました。有難うございます。
久し振りの夜の例会ですね。
太田会員、島根会員、服を汚してしまい申し訳あ
りません。
誕生祝い有難うございます。
茨城県ラグビーフットボール協会へのご賛助お願
い致します。茨城国体出場選手の強化費に充てら
れます。
５月１日は皇太子が新天皇に即位され、新元号が
「令和」になることを記念して。
誕生祝い有難うございます。
平成最後の寄付になります。
平成最後の例会です。楽しい一日を。
４月誕生日の皆様おめでとうございます。
誕生祝い有難うございます。
今日は寒いですので風邪等引かないで下さいませ。
米田会員、お借りします。
地区大会ご参加の皆様お疲れ様でした。合同家庭
集会有難うございました。
この折、合同家庭集会には多くの会員の方々がご
参加下さいまして有難うございます。これからも
宜しくお願いします。

この計　　　 16件　　　 58,000円
月　計　　　 54件　　　 202,000円
累　計　　　583件　　　2,159,120円

■財団BOX（５月１日（水）扱）
大金　誠会員……財団の友献金(第8回)

$100　11,200円(累計$6,800)
橋本　哲会員……財団の友献金(第2回)

$100　11,200円(累計$5,200)
根本 次会員……財団の友献金(第5回)

$100　11,200円(累計$3,500)
録田幸裕会員……財団の友献金(第1回)

$100　11,200円(累計 $100)
月例献金(４月分)…1,361円　

この計　　　5件　　　$400　　　46,161円

DANCE STUDIO 2FACE
　オーナー兼インストラクター　‘MIKA’ 氏
DANCE STUDIO 2FACE
　オーナー兼インストラクター　‘MIKA’ 氏

■ゲスト



観光チームで記念撮影

祝賀会終了後に会場にて

前夜祭にて

記念式典出席者で記念撮影

日　時　2019年５月７日㈫　18:30～
場　所　海鮮厨房「天天」　水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F
出席者　理　事　　米川幸喜　　原口一吉　　橋本　哲

　　　　　谷島孝明　　深谷　智　　一毛裕之
　　　　　赤岩賢二　　及川　譲
重点理事　島根昌明
役　員　　鈴木憲一　　小路　實　　志村　保

　　　　　　　　　川﨑紀子　　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　　長岡秀典　

議事・決議事項
①５月・６月のプログラムについて 《承認》

②新会員推薦者について  《承認》
③水戸さくらRCとの合同例会流れについて 《承認》
④国際大会について 《確認》
⑤シーロム会長就任式・医療機器贈呈式について 《承認》
⑥消防自動車を送る現状と今後について 《検討事項》

保留事項　なし
次回定例理事会
１．日時　2019年６月３日㈪
　　　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　イヴレス（L’IVRESSE）
　　　　　　水戸市南町2-3-32 西洋倶楽部ビル2F　TEL.232-2427

（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７回定例理事会　議事録

４月13日㈯～15日㈪ 高松西RC創立50周年記念式典 ４月13日㈯～15日㈪ 高松西RC創立50周年記念式典
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■米山BOX（４月26日（金）扱）
大金　誠会員……米山功労者献金(第6回)

10,000円(累計760,000円)
鈴木憲一会員……米山功労者献金(第1回)

10,000円(累計510,000円)
米川幸喜会員……米山功労者献金(第10回)

10,000円(累計200,000円)
根本直哉会員……準米山功労者献金(第4回)

10,000円(累計 40,000円)

この計　　　4件　　　40,000円

■会員メークアップ
4/13　　高松西RC前夜祭

鈴木憲一　久保田啓藏　笹館康男　井澤卓司
根本 次　篠原　勉　奈良早苗　軍司由佳
長洲雅彦　上野義哉　石井浩一　松本隆史
中本邦彦　水越光男　川﨑英輝　桑名武之　

4/14　　高松西RC創立50周年記念式典
鈴木憲一　久保田啓藏　笹館康男　井澤卓司
根本 次　篠原　勉　奈良早苗　軍司由佳
河野正政　長洲雅彦　高梨博行　小泉正史
上野義哉　石井浩一　松本隆史　米川幸喜
岡村太郎　中本邦彦　水越光男　長岡秀典
川﨑英輝　桑名武之　録田幸裕　兼子充裕
川﨑紀子

4/14　　地区研修・協議会
佐藤　衛　長谷川國雄　塩沢富夫　石井浩一
石川啓司　宇留野秀一　米川幸喜　島根昌明
小路　實　志村　保　深谷　智　菊池秀機
及川　譲　髙橋伸之　原口一吉　二川隆司

4/15　　高松西RC観光
笹館康男　井澤卓司　根本祐次　篠原　勉
奈良早苗　軍司由佳　河野正政　長洲雅彦
高梨博行　小泉正史　石井浩一　米川幸喜
岡村太郎　水越光男　長岡秀典　川﨑英輝
桑名武之　録田幸裕　川﨑紀子

高松西RCゴルフ
鈴木憲一　久保田啓藏　松本隆史

4/16　　地区大会記念ゴルフ大会
塩沢富夫　一毛裕之　米川幸喜

4/17　　水戸西RC　 大金　誠
4/19　　北海道2500REC　野口英壽
4/20　　地区会長幹事会

長谷川國雄　塩沢富夫　井澤卓司　石川啓司
鈴木憲一　川﨑紀子

4/25　　東京ピースウィングREC　武田　誠
4/29　　日本REC2650　　水口二良
4/30　　北海道2500REC　野口英壽

 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 
「米山奨学生の紹介＆挨拶、及び米山奨学金授与」
 バスネット・アシシュさん

 5. 会　食
 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. 月間卓話「青少年奉仕月間に因んで」

　地区インターアクト委員
 中野智一氏（水戸西RC）

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

５月第２例会プログラム
2019年５月10日（金）
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５月のロータリーレート
１ドル＝112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。

1－3奉仕研究会が開催されます
日　時：5月15日㈬　18:30～
場　所：茶の間　水戸市南町1-2-4　TEL.231-1735
会　費：6000円

※メークアップとなりますので多数の参加お待ちしております。

RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パート１
が開催されます
日　時：5月12日㈰　9:00～
場　所：三の丸ホテル　TEL.221-3011
出席者：小路實会長エレクト

水戸市内6RC例会変更
水戸さくら…5月13日㈪→5月11日㈯　14:15～

（日本さくらロータリー会合同例会の為）

水戸さくらRCとの合同例会が開催されます
日　時：5月24日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：【～大人のたしなみ～】
＊講師のシニアソムリエ　飛田氏から、大人のマナー・たしなみ・ワ
インの飲み方・進め方等々を教えていただきます。今後はちょっ
と違ったワインの飲み方をしてみては。
※水戸南RCがホストとなります。多数の出席者で水戸
さくらRCとの懇親を深めていただきたいと思います。
※本日より会費を集めますので親睦活動委員会までお
願い致します。

次回例会日程
日　時：5月17日㈮  12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：戦略会議のまとめと結果報告 

前　週訂正出席率80.23％
前々週訂正出席率78.89％93名 50名 43名 60.24％４月第４例会（４月26日）

出席状況

４月第４例会　４月26日（金）

2019年（令和元年）５月10日（金）
Vol.46  No36（第2192）－１
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青少年奉仕月間
長谷川國雄会員…

笹館康男会員……

市毛純一会員……
志村　保会員……

米川幸喜会員……
橋本　哲会員……

久保田啓藏会員…

大金　誠会員……
一毛裕之会員……
松本隆史会員……
島根昌明会員……
根本直哉会員……
原口一吉会員……
茅根正人会員……
小路　實会員……

深谷　智会員……

■ニコニコBOX（４月26日（金）扱）
地区大会でRI会長代理ご夫妻のエイドが無事に終
わりました。
高松西RC創立50周年記念式典にご参加された皆
様、お世話になりました。有難うございます。
久し振りの夜の例会ですね。
太田会員、島根会員、服を汚してしまい申し訳あ
りません。
誕生祝い有難うございます。
茨城県ラグビーフットボール協会へのご賛助お願
い致します。茨城国体出場選手の強化費に充てら
れます。
５月１日は皇太子が新天皇に即位され、新元号が
「令和」になることを記念して。
誕生祝い有難うございます。
平成最後の寄付になります。
平成最後の例会です。楽しい一日を。
４月誕生日の皆様おめでとうございます。
誕生祝い有難うございます。
今日は寒いですので風邪等引かないで下さいませ。
米田会員、お借りします。
地区大会ご参加の皆様お疲れ様でした。合同家庭
集会有難うございました。
この折、合同家庭集会には多くの会員の方々がご
参加下さいまして有難うございます。これからも
宜しくお願いします。

この計　　　 16件　　　 58,000円
月　計　　　 54件　　　 202,000円
累　計　　　583件　　　2,159,120円

■財団BOX（５月１日（水）扱）
大金　誠会員……財団の友献金(第8回)

$100　11,200円(累計$6,800)
橋本　哲会員……財団の友献金(第2回)

$100　11,200円(累計$5,200)
根本 次会員……財団の友献金(第5回)

$100　11,200円(累計$3,500)
録田幸裕会員……財団の友献金(第1回)

$100　11,200円(累計 $100)
月例献金(４月分)…1,361円　

この計　　　5件　　　$400　　　46,161円

DANCE STUDIO 2FACE
　オーナー兼インストラクター　‘MIKA’ 氏
DANCE STUDIO 2FACE
　オーナー兼インストラクター　‘MIKA’ 氏

■ゲスト


