
会食メニュー

令和最初の点鐘です

紹介を受け挨拶をするバスネッ
ト・アシシュさん（ネパール）

米山奨学生の紹介をする、米山カ
ウンセラーの高柳益美会員

タイの祝典参加について説明
する橋本哲国際奉仕委員長

ビジターとして例会に出席された、愛知県犬山RC松平
實胤会員と鈴木憲一会長がバナー交換の後記念撮影

米山奨学金授与の後　鈴木憲一会長と
バスネット・アシシュさん

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

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

コーン サラダ　ナメコの白造りトロミスープ
角切りチキンの甘味噌炒め

ぷりぷり海老と玉子のチリソース
白飯・ザーサイ　フルーツ入り杏仁豆腐

■米山BOX（５月10日（金）扱）
髙野　賢会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計570,000円)
中川勝義会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計320,000円）
根本 次会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計310,000円）
長洲雅彦会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計180,000円)
石井浩一会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計170,000円)
奈良早苗会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計170,000円）
綿引甚介会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計160,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計120,000円)
人見光一会員……準米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計 40,000円)
金原和美会員……準米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計 40,000円)
石井邦明会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計 10,000円)

この計　　　11件　　　110,000円

■会員メークアップ
４/27　米山奨学生及びカウンセラーの為のオリエンテーション

高柳益美
５/８　水戸西RC　　大金　誠
５/10　北海道2500REC　　野口英壽

 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. 地区大会表彰

○在籍40年以上会員
 須田政男会員、久保田啓藏会員、川上正一会員
○長寿会員
 須田政男会員、長谷川國雄会員、川上正一会員

 6. 親睦の時間「５月誕生祝」 親睦活動委員会
 １日 橋本　哲　 ２日 井澤卓司
 ７日 皆川雄作　11日 松本隆史
20日 篠原　勉　21日 兼子充裕
23日 須田政男　25日 水越光男、郡司恵一郎
26日 川澄千亜紀

 7. 雑誌の時間 久保田規子雑誌副委員長
 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. 「戦略計画についての報告」 川﨑紀子幹事
12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

５月第３例会プログラム
2019年５月17日（金）
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地区親善野球大会が開催されます
日　時：５月26日㈰　開会式 8:15～
場　所：水戸市総合運動公園　軟式野球場

注）小雨決行（雨天の場合には大会を中止とする）
※メークアップとなります。多数の応援をお願い致します。

水戸さくらRC・水戸南RC合同ゴルフコンペが開催されます
日　時：５月24日㈮
場　所：静ヒルズカントリークラブ
費　用：SRG会費 3,000円　プレー費 各自負担

会員増強セミナーが開催されます
日　時：６月16日㈰
　　　　登録 9:30　開会 10:00　閉会 15:30
場　所：水戸プラザホテル
出席者：小路　實次期会長、深谷　智次期幹事、
　　　　奈良早苗次期会員増強委員長

水戸市内6RC例会変更
水戸西RC…５月22日㈬　18:00　於 中川楼
水戸東RC…５月30日㈭　定款第８条第１節により休会

次回例会日程
日　時：５月24日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：水戸さくらRCとの合同例会

シニアソムリエ　飛田氏によるワイン講座
【～大人のたしなみ～】

＊多くの会員の皆様が、水戸さくらRCの皆様と懇
親を深められればと思います。

前　週訂正出席率73.26％
前々週訂正出席率80.23％93名 55名 38名 63.22％５月第２例会（５月10日）

出席状況

５月第２例会　５月10日（金）

2019年（令和元年）５月17日（金）
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青少年奉仕月間

中野智一地区インターアクト委員（水戸西RC）
　　　　　　……
長谷川國雄会員…
河野正政会員……
久保田啓藏会員…
髙野　賢会員……
松本隆史会員・島根昌明会員
　　　　　　……
一毛裕之会員……
篠原　勉会員……
谷島孝明会員……

原口一吉会員……
山下真悟会員……

石川啓司会員……

及川　譲会員……

奈良早苗会員……

石井浩一会員……
太田聖史会員……
高松西ＲＣ創立50周年参加有志
　　　　　　……

■ニコニコBOX（５月10日（金）扱）

本日は卓話の機会を頂き、有難うございました。
令和元年が良い年でありますように。
令和記念として。
地区大会を記念して。
令和記念として。

令和元年おめでとうございます。
令和最初の寄付です。
令和あけましておめでとうございます。
地区インターアクト委員の中野様、本日の卓話宜
しくお願いします。
今日も感謝です。
今日は“ファイトの日”リポビタンＤが発売され
て丁度57年だそうです。令和元年もファイトで
一年頑張ります。
暑くなりました。国際大会ハンブルグへ本当に行
けるかな。
もう少しです。財団寄付を宜しくお願い致しま
す。
鶯の赤ちゃんが鳴き方のレッスンをしています。
母の日に素敵なお花を贈りましょう。長くてゴメ
ンナサイ！
令和初回の例会です。宜しくお願いします！
令和第１回目の例会です。

高松西RC創立50周年記念式典参加者有志からで
す。

この計　　　18件　　　63,000円

■財団BOX（５月10日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金(第５回)

$100　11,200円(累計$15,500)
川﨑紀子会員……ベネファクター献金(第10回)

$100　11,200円(累計 $1,000)
小路　實会員……ベネファクター献金(第９回)

$100　11,200円(累計 $900)

この計　　　３件　　　$300　　　33,600円

地区インターアクト委員　中野智一 氏（水戸西RC）
米山奨学生　バスネット・アシシュ さん
地区インターアクト委員　中野智一 氏（水戸西RC）
米山奨学生　バスネット・アシシュ さん

■ゲスト

犬　山RC　松平實胤会員
水　戸RC　高貫　修会員
水戸東RC　鬼澤紘一会員

■ビジター



卓話終了後、鈴木憲一会長と中野智
一氏で記念撮影

島根昌明出席委員長による報告 鈴木由紀子ニコニコBOX副委員長に
よる報告

二川隆司ロータリー財団副委員長に
よる報告

赤岩賢二米山記念奨学委員長による
報告

2018-2019年度戦略計画の結果報告・引継ぎ事項 2018-2019年度戦略計画の結果報告・引継ぎ事項
2－Vol.46  No37（第2193） Vol.46  No37（第2193）－3

【３年後の水戸南RCの未来像】について

上記の内容は、４月末までの結果報告となります。

◎会員数105名（内　女性会員15名）以上。
・93名（４月時点）

◎平均出席率85%。100%出席者を40名以上へ。
・73.96%（４月現在）
・100%出席者　39名（４月時点）

◎休会１ヶ月以上の会員をなくす。
・本年度もなくなっていない。

◎地域に根ざした身近な奉仕活動を全員参加型としていく。
・会員へおひさま食堂の参加を引き続き呼びかけていく。本年度、おひさま食堂の同時２ヶ
所開催が定着した。

◎ロータリーの公共イメージを高めるとともに認知度を上げていく。
・本年度は、11月に千波湖で行われたラーメン祭りに参加。２月には「水戸学の道」の案
内板が弘道館前に完成し、県内外の観光客・水戸市民に水戸南ロータリークラブの名前を
知ってもらうことが出来た。

◎伝統と品格を守りながら、新鮮な例会作りをする。
・私語をなくすように声かけを行い、少しではあるが私語が減ったように感じる。新鮮な例
会になるようアイディアと楽しい例会を考えた。

◎奉仕活動を通し、広報活動へと繋げていく。
・おひさま食堂を通し、RC活動の認知度があがってきた。食材の寄付の申し出・ボランテ
ィアさんの参加が増えてきた。

◎新会員への入会後の密なフォローと教育の徹底（1－3奉仕研究会は出席義務であることをオリ
エンテーション時に伝える）
・1－3奉仕研究会の件はオリエンテーション時に必ず伝えている。
・本年度より、入会後にもオリエンテーションを受けてもらう。

【クラブの目指すべき将来像】について

上記の将来像は、３年後の水戸南RCの未来像が達成できることにより、
実現できる内容であると思う。

＊会員全員が自クラブへ誇りと愛着が持てるようになる。

＊クラブ活動や奉仕活動において全員が積極的に参加していくクラブとなる。

＊奉仕活動に熱心で「元気なクラブ！」となり、尊敬されるクラブとなる。

＊会員同士がお互いを尊重しあい、共に人間的成長を続けられるクラブとなる。

＊前例にとらわれず、絶えず革新的で柔軟性のあるクラブとなる。

【どのようなビジョンを実現していくか】について

本年度の優先事項は上記の内容とした。
本年度の状況をふまえ次年度へつなげていく。

具 体 的
優先事項

１．魅力ある例会作りと会場運営

２．出席率の向上

３．会員増強

４．多様な奉仕活動の促進

５．RC認知度をあげる

次年度への引継ぎ事項
・戦略会議は、次年度は名前を変えることも視野に入れ続けていく必要がある。

・年度末（６月）の退会者を減らす。特に推薦者や親しい会員は退会防止の声かけをしていく。

・会員数を増やすことを重視するのか？出席率をあげるのか？話し合う必要がある。

・ロータリーに対する考え方の温度差が大きい（中間層）。温度差を少なくしていかなくてはいけ
ない。

・若い人の意見を取り入れ、活発な意見を取り入れていく。

「青少年奉仕月間に因んで」
中野智一地区インターアクト委員（水戸西RC）

　卓話の前半は、中野氏ご自身の経験を話されました。【中学
の吹奏楽活動、大学の応援団活動、社会人の組合活動】その
活動は、インターアクト・ローターアクトに通ずる部分があ
り中野氏の青少年奉仕活動の原点のお話でした。
　卓話の後半は、地区のインターアクト委員会の活動を説明
されました。
　最後に、地区でも会員数の多い当クラブに青少年奉仕活動
への更なる協力をお願いされました。

卓話終了後、鈴木憲一会長と中野智
一氏で記念撮影
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二川隆司ロータリー財団副委員長に
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・本年度もなくなっていない。

◎地域に根ざした身近な奉仕活動を全員参加型としていく。
・会員へおひさま食堂の参加を引き続き呼びかけていく。本年度、おひさま食堂の同時２ヶ
所開催が定着した。

◎ロータリーの公共イメージを高めるとともに認知度を上げていく。
・本年度は、11月に千波湖で行われたラーメン祭りに参加。２月には「水戸学の道」の案
内板が弘道館前に完成し、県内外の観光客・水戸市民に水戸南ロータリークラブの名前を
知ってもらうことが出来た。

◎伝統と品格を守りながら、新鮮な例会作りをする。
・私語をなくすように声かけを行い、少しではあるが私語が減ったように感じる。新鮮な例
会になるようアイディアと楽しい例会を考えた。

◎奉仕活動を通し、広報活動へと繋げていく。
・おひさま食堂を通し、RC活動の認知度があがってきた。食材の寄付の申し出・ボランテ
ィアさんの参加が増えてきた。

◎新会員への入会後の密なフォローと教育の徹底（1－3奉仕研究会は出席義務であることをオリ
エンテーション時に伝える）
・1－3奉仕研究会の件はオリエンテーション時に必ず伝えている。
・本年度より、入会後にもオリエンテーションを受けてもらう。

【クラブの目指すべき将来像】について

上記の将来像は、３年後の水戸南RCの未来像が達成できることにより、
実現できる内容であると思う。

＊会員全員が自クラブへ誇りと愛着が持てるようになる。

＊クラブ活動や奉仕活動において全員が積極的に参加していくクラブとなる。

＊奉仕活動に熱心で「元気なクラブ！」となり、尊敬されるクラブとなる。

＊会員同士がお互いを尊重しあい、共に人間的成長を続けられるクラブとなる。

＊前例にとらわれず、絶えず革新的で柔軟性のあるクラブとなる。

【どのようなビジョンを実現していくか】について

本年度の優先事項は上記の内容とした。
本年度の状況をふまえ次年度へつなげていく。

具 体 的
優先事項

１．魅力ある例会作りと会場運営

２．出席率の向上

３．会員増強

４．多様な奉仕活動の促進

５．RC認知度をあげる

次年度への引継ぎ事項
・戦略会議は、次年度は名前を変えることも視野に入れ続けていく必要がある。

・年度末（６月）の退会者を減らす。特に推薦者や親しい会員は退会防止の声かけをしていく。

・会員数を増やすことを重視するのか？出席率をあげるのか？話し合う必要がある。

・ロータリーに対する考え方の温度差が大きい（中間層）。温度差を少なくしていかなくてはいけ
ない。

・若い人の意見を取り入れ、活発な意見を取り入れていく。

「青少年奉仕月間に因んで」
中野智一地区インターアクト委員（水戸西RC）

　卓話の前半は、中野氏ご自身の経験を話されました。【中学
の吹奏楽活動、大学の応援団活動、社会人の組合活動】その
活動は、インターアクト・ローターアクトに通ずる部分があ
り中野氏の青少年奉仕活動の原点のお話でした。
　卓話の後半は、地区のインターアクト委員会の活動を説明
されました。
　最後に、地区でも会員数の多い当クラブに青少年奉仕活動
への更なる協力をお願いされました。

卓話終了後、鈴木憲一会長と中野智
一氏で記念撮影

島根昌明出席委員長による報告 鈴木由紀子ニコニコBOX副委員長に
よる報告

二川隆司ロータリー財団副委員長に
よる報告

赤岩賢二米山記念奨学委員長による
報告
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【３年後の水戸南RCの未来像】について

上記の内容は、４月末までの結果報告となります。

◎会員数105名（内　女性会員15名）以上。
・93名（４月時点）

◎平均出席率85%。100%出席者を40名以上へ。
・73.96%（４月現在）
・100%出席者　39名（４月時点）

◎休会１ヶ月以上の会員をなくす。
・本年度もなくなっていない。

◎地域に根ざした身近な奉仕活動を全員参加型としていく。
・会員へおひさま食堂の参加を引き続き呼びかけていく。本年度、おひさま食堂の同時２ヶ
所開催が定着した。

◎ロータリーの公共イメージを高めるとともに認知度を上げていく。
・本年度は、11月に千波湖で行われたラーメン祭りに参加。２月には「水戸学の道」の案
内板が弘道館前に完成し、県内外の観光客・水戸市民に水戸南ロータリークラブの名前を
知ってもらうことが出来た。

◎伝統と品格を守りながら、新鮮な例会作りをする。
・私語をなくすように声かけを行い、少しではあるが私語が減ったように感じる。新鮮な例
会になるようアイディアと楽しい例会を考えた。

◎奉仕活動を通し、広報活動へと繋げていく。
・おひさま食堂を通し、RC活動の認知度があがってきた。食材の寄付の申し出・ボランテ
ィアさんの参加が増えてきた。

◎新会員への入会後の密なフォローと教育の徹底（1－3奉仕研究会は出席義務であることをオリ
エンテーション時に伝える）
・1－3奉仕研究会の件はオリエンテーション時に必ず伝えている。
・本年度より、入会後にもオリエンテーションを受けてもらう。

【クラブの目指すべき将来像】について

上記の将来像は、３年後の水戸南RCの未来像が達成できることにより、
実現できる内容であると思う。

＊会員全員が自クラブへ誇りと愛着が持てるようになる。

＊クラブ活動や奉仕活動において全員が積極的に参加していくクラブとなる。

＊奉仕活動に熱心で「元気なクラブ！」となり、尊敬されるクラブとなる。

＊会員同士がお互いを尊重しあい、共に人間的成長を続けられるクラブとなる。

＊前例にとらわれず、絶えず革新的で柔軟性のあるクラブとなる。

【どのようなビジョンを実現していくか】について

本年度の優先事項は上記の内容とした。
本年度の状況をふまえ次年度へつなげていく。

具 体 的
優先事項

１．魅力ある例会作りと会場運営

２．出席率の向上

３．会員増強

４．多様な奉仕活動の促進

５．RC認知度をあげる

次年度への引継ぎ事項
・戦略会議は、次年度は名前を変えることも視野に入れ続けていく必要がある。

・年度末（６月）の退会者を減らす。特に推薦者や親しい会員は退会防止の声かけをしていく。

・会員数を増やすことを重視するのか？出席率をあげるのか？話し合う必要がある。

・ロータリーに対する考え方の温度差が大きい（中間層）。温度差を少なくしていかなくてはいけ
ない。

・若い人の意見を取り入れ、活発な意見を取り入れていく。

「青少年奉仕月間に因んで」
中野智一地区インターアクト委員（水戸西RC）

　卓話の前半は、中野氏ご自身の経験を話されました。【中学
の吹奏楽活動、大学の応援団活動、社会人の組合活動】その
活動は、インターアクト・ローターアクトに通ずる部分があ
り中野氏の青少年奉仕活動の原点のお話でした。
　卓話の後半は、地区のインターアクト委員会の活動を説明
されました。
　最後に、地区でも会員数の多い当クラブに青少年奉仕活動
への更なる協力をお願いされました。



会食メニュー

令和最初の点鐘です

紹介を受け挨拶をするバスネッ
ト・アシシュさん（ネパール）

米山奨学生の紹介をする、米山カ
ウンセラーの高柳益美会員

タイの祝典参加について説明
する橋本哲国際奉仕委員長

ビジターとして例会に出席された、愛知県犬山RC松平
實胤会員と鈴木憲一会長がバナー交換の後記念撮影

米山奨学金授与の後　鈴木憲一会長と
バスネット・アシシュさん

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

コーン サラダ　ナメコの白造りトロミスープ
角切りチキンの甘味噌炒め

ぷりぷり海老と玉子のチリソース
白飯・ザーサイ　フルーツ入り杏仁豆腐

■米山BOX（５月10日（金）扱）
髙野　賢会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計570,000円)
中川勝義会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計320,000円）
根本 次会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計310,000円）
長洲雅彦会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計180,000円)
石井浩一会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計170,000円)
奈良早苗会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計170,000円）
綿引甚介会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計160,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計120,000円)
人見光一会員……準米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計 40,000円)
金原和美会員……準米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計 40,000円)
石井邦明会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計 10,000円)

この計　　　11件　　　110,000円

■会員メークアップ
４/27　米山奨学生及びカウンセラーの為のオリエンテーション

高柳益美
５/８　水戸西RC　　大金　誠
５/10　北海道2500REC　　野口英壽

 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. 地区大会表彰

○在籍40年以上会員
 須田政男会員、久保田啓藏会員、川上正一会員
○長寿会員
 須田政男会員、長谷川國雄会員、川上正一会員

 6. 親睦の時間「５月誕生祝」 親睦活動委員会
 １日 橋本　哲　 ２日 井澤卓司
 ７日 皆川雄作　11日 松本隆史
20日 篠原　勉　21日 兼子充裕
23日 須田政男　25日 水越光男、郡司恵一郎
26日 川澄千亜紀

 7. 雑誌の時間 久保田規子雑誌副委員長
 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. 「戦略計画についての報告」 川﨑紀子幹事
12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

５月第３例会プログラム
2019年５月17日（金）

１

２

３

４

５

地区親善野球大会が開催されます
日　時：５月26日㈰　開会式 8:15～
場　所：水戸市総合運動公園　軟式野球場

注）小雨決行（雨天の場合には大会を中止とする）
※メークアップとなります。多数の応援をお願い致します。

水戸さくらRC・水戸南RC合同ゴルフコンペが開催されます
日　時：５月24日㈮
場　所：静ヒルズカントリークラブ
費　用：SRG会費 3,000円　プレー費 各自負担

会員増強セミナーが開催されます
日　時：６月16日㈰
　　　　登録 9:30　開会 10:00　閉会 15:30
場　所：水戸プラザホテル
出席者：小路　實次期会長、深谷　智次期幹事、
　　　　奈良早苗次期会員増強委員長

水戸市内6RC例会変更
水戸西RC…５月22日㈬　18:00　於 中川楼
水戸東RC…５月30日㈭　定款第８条第１節により休会

次回例会日程
日　時：５月24日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：水戸さくらRCとの合同例会

シニアソムリエ　飛田氏によるワイン講座
【～大人のたしなみ～】

＊多くの会員の皆様が、水戸さくらRCの皆様と懇
親を深められればと思います。

前　週訂正出席率73.26％
前々週訂正出席率80.23％93名 55名 38名 63.22％５月第２例会（５月10日）

出席状況

５月第２例会　５月10日（金）

2019年（令和元年）５月17日（金）
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青少年奉仕月間

中野智一地区インターアクト委員（水戸西RC）
　　　　　　……
長谷川國雄会員…
河野正政会員……
久保田啓藏会員…
髙野　賢会員……
松本隆史会員・島根昌明会員
　　　　　　……
一毛裕之会員……
篠原　勉会員……
谷島孝明会員……

原口一吉会員……
山下真悟会員……

石川啓司会員……

及川　譲会員……

奈良早苗会員……

石井浩一会員……
太田聖史会員……
高松西ＲＣ創立50周年参加有志
　　　　　　……

■ニコニコBOX（５月10日（金）扱）

本日は卓話の機会を頂き、有難うございました。
令和元年が良い年でありますように。
令和記念として。
地区大会を記念して。
令和記念として。

令和元年おめでとうございます。
令和最初の寄付です。
令和あけましておめでとうございます。
地区インターアクト委員の中野様、本日の卓話宜
しくお願いします。
今日も感謝です。
今日は“ファイトの日”リポビタンＤが発売され
て丁度57年だそうです。令和元年もファイトで
一年頑張ります。
暑くなりました。国際大会ハンブルグへ本当に行
けるかな。
もう少しです。財団寄付を宜しくお願い致しま
す。
鶯の赤ちゃんが鳴き方のレッスンをしています。
母の日に素敵なお花を贈りましょう。長くてゴメ
ンナサイ！
令和初回の例会です。宜しくお願いします！
令和第１回目の例会です。

高松西RC創立50周年記念式典参加者有志からで
す。

この計　　　18件　　　63,000円

■財団BOX（５月10日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金(第５回)

$100　11,200円(累計$15,500)
川﨑紀子会員……ベネファクター献金(第10回)

$100　11,200円(累計 $1,000)
小路　實会員……ベネファクター献金(第９回)

$100　11,200円(累計 $900)

この計　　　３件　　　$300　　　33,600円

地区インターアクト委員　中野智一 氏（水戸西RC）
米山奨学生　バスネット・アシシュ さん
地区インターアクト委員　中野智一 氏（水戸西RC）
米山奨学生　バスネット・アシシュ さん

■ゲスト

犬　山RC　松平實胤会員
水　戸RC　高貫　修会員
水戸東RC　鬼澤紘一会員

■ビジター


