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RIテーマ：ロータリーは世界をつなぐ

地区スローガン／人、学びて更なる奉仕
クラブ会長方針／心に寄り添う魅力あるクラブ

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

週　報

■財団BOX（７月12日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金(第８回)

$100　10,800円(累計$12,800)
久保田啓藏会員…財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計$10,100)
石井浩一会員……財団の友献金(第７回)

$100　10,800円(累計 $3,700)
菊池秀機会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計 $3,100)
小路　實会員……財団の友献金(第10回)

$100　10,800円(累計 $3,000)
高梨博行会員……財団の友献金(第８回)

$100　10,800円(累計 $800)
川﨑英輝会員……財団の友献金(第５回)

$100　10,800円(累計 $500)
石井邦明会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計 $100)

この計　　　８件　　　$800　　　86,400円

■米山BOX（７月12日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第10回）

10,000円(累計1,000,000円)
市毛純一会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 730,000円)
米田英雄会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計 460,000円)
水越光男会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計 360,000円）
志村　保会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計 340,000円)
小路　實会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計 270,000円)
高柳益美会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 130,000円）
小泉正史会員……準米山功労者献金(第７回)

10,000円(累計 70,000円）

この計　　　８件　　　80,000円
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会員の皆様へ
まだまだ、曇り空が続きますが、もうそろそろ梅
雨明けを期待したいところです。早いもので、水
戸市内の公立小中学校は来週より夏休みに入りま
す。皆さん、夏は何処に行くのですか？

７月19日㈮ 小路年度第１回臨時理事会実施
参加者　理事・役員
水戸プラザホテル　例会前の正午

７月22日㈪ おひさま食堂関連委員会集会
参加者　関連委員会委員
天天　18:30

７月27日㈯ 本年度第１回おひさま食堂が開催されます
緑岡及び赤塚市民センター　11:30～13:30
集合時刻　9:30（調理担当者9:00）まで
　　　　　※メークアップ扱いです。

次回例会日程
７月26日㈮　18:30～　水戸プラザホテル
クラブ懇談会、７月誕生祝い

小路　實会員……
綿引甚介会員……
笹館康男会員……
中川勝義会員……

高梨博行会員……

井澤卓司会員……
塩沢富夫会員……
松本隆史会員……
島根昌明会員……
鈴木憲一会員……
及川　譲会員……
野口英壽会員……
太田聖史会員……
金原和美会員……

米川幸喜会員……
高柳益美会員……
川﨑英輝会員……

原口一吉会員……

長岡秀典会員……

山下真悟会員……
石川啓司会員……

武田　誠会員……

櫻井盛二会員……
岡村太郎会員……

この計　　　24件　　　79,000円

■会員メークアップ
7/ 6 　シーロムRC会長就任式

佐藤　衛　　小路　實　　鈴木憲一　　米田英雄
橋本　哲　　石井浩一　　川澄千亜紀　谷島孝明
宇留野秀一　川﨑英輝　　原口一吉　　桑名武之
高梨博行　　長岡秀典

7/ 7 　GG1977970医療ベッド・人工透析機贈呈式
佐藤　衛　　小路　實　　鈴木憲一　　米田英雄
橋本　哲　　石井浩一　　谷島孝明　　宇留野秀一
川﨑英輝　　原口一吉　　桑名武之　

7/10　奉仕プロジェクト研究会　　石川啓司

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈我等の生業〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 鈴木憲一直前会長
 5. ゲストスピーチ
「LGBTや多様性を受け入れる社会について」
茨城県生涯学習センター
 副幹事 長谷川馨 氏
 生涯学習推進員 水飼裕子 氏

 6. 会　食
 7. 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）
 8. 幹事報告
 9. クラブ協議会「委員会事業計画発表Ⅱ」

会員選考、クラブ管理運営、会報、
ＩＴ資料、奉仕プロジェクト、職業奉仕、
社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

７月第３例会プログラム
2019年７月19日（金）

前　週訂正出席率76.67％
前々週訂正出席率76.40％92名 58名 34名 66.67％７月第２例会（７月12日）

出席状況
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■ニコニコBOX（７月12日（金）扱）
出席率100％記念品有難うございました。
小路会長、深谷幹事一年間頑張って下さい。
会長、幹事弛まず頑張って下さい。
小路会長、深谷幹事一年間ご苦労様です。頑張っ
て下さい。
本年度ニコニコBOX副委員長をやらせていただ
きます。宜しくお願いします。
出席率100％記念品有難うございます。
小路会長、深谷幹事一年間頑張って下さい。
皆様、今年も一年間宜しく。
出席率100％会員の皆様おめでとうございました。
タイ訪問の皆様お疲れ様でした。
今日も悪天候ですね。
小路会長、一年間頑張れ。
ニコニコBOX委員会の皆様一年間頑張って下さい。
遅くなりましたが新年度も皆様宜しくお願い致し
ます。会長、幹事頑張って下さい。
櫻井会員、本日の司会宜しくお願い致します。
ニコニコBOXの皆様頑張って下さい。
サワディカップ！無事にタイから帰国しました。
タイ料理アローイ！タイマッサージ、サバイサ
バーイ！コップンカップ。
国際奉仕活動お疲れ様でした。皆様、元気に帰国
されて感謝します。
本年度から会場運営委員会として一年間頑張りま
す。
新年度親睦活動委員として頑張ります。
明日は亡き武藤章先生の研究室同窓会で、長野県
の「白樺湖の夏の家」へ向かいます。30回忌で
す。もちろん合宿します。
今日は名司会の櫻井盛二会員の晴れ舞台です。
久々に煩い位の賑やかな例会になりそうです。ど
うぞ楽しんでください。
本日デビューです。
素敵なバースデーカード有難うございました。

豚フィレ肉のカツレツと夏野菜のカレーライス

季節のサラダ

コーヒー
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2019年（令和元年）７月19日（金）

ニコニコ、米山＆財団
特別寄付月間（クラブ月間）

７月第２例会　７月12日（金）



前年度出席率100％会員のみなさん

前年度出席100％会員を代表して
長谷川パストガバナーの挨拶

入会以来100％出席の長谷川パストガバ
ナー

幹事バッチの引継ぎ

前年度幹事への記念品贈呈深谷幹事から
「今年度の方針について」

会員組織委員会
志村委員長

広報委員会
小泉委員長

雑誌委員会
赤岩委員長

プログラム委員会
米川（幸）委員長

出席委員会
太田委員長

親睦活動委員会
宇留野委員長

会場運営委員会
岡村委員長

職業分類委員会
米田委員長

会員増強委員会
奈良委員長

ロータリー情報委員会
綿引委員長

会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、良き社会人とし
て　また水戸南ロータリークラブの会員として適格
かどうか、公正に審査して理事会に報告する。
　会員選考にあたり、特に下記に留意したい。
①水戸南ロータリークラブ会員として、クラブに誇
りと愛着を持てる人

②ロータリーの哲学や理念に共鳴し、奉仕活動に積
極的に参加できる人

③ロータリーの唱える高潔性と多様性を尊重し、友
情と尊敬を共有できる人

④ロータリアンとして、必要最小限の時間と財政負
担に耐えられる人

２.事業計画
①会員候補者について、職業分類・会員増強・ロー
タリー情報委員会と連携し情報集会を開催する。

②オリエンテーションや1－3奉仕研究会に参加し
て、会員一人一人のロータリアンとしての資質・
能力の強化をサポートし、ロータリーの理解を深
める。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１.基本方針
　週報を通して、今週の例会の内容、前回の例会の
様子、次回の例会日程等を周知する。
　読み手が興味を持ち、週報を楽しんで貰える紙面
作りを心掛ける。

２.事業計画
⑴例会毎に週報を作成し配布する
⑵各行事（家族例会、地区大会、ガバナー公式訪
問、IM等）の記事を掲載

⑶各奉仕活動（おひさま食堂、ミニバスケットボー
ル大会、職場訪問、国際奉仕等）の記事を掲載

⑷各委員会の活動内容を紹介する記事の掲載
　＊各委員長にご協力をお願いすることになります

ので宜しくお願い致します。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１.基本方針
①ホームページの更新、活用
②らくらく連絡網の管理、活用

２.事業計画
①各委員会から情報を提示してもらい、様々な委員
会活動をホームページに掲載する。
②らくらく連絡網の活用により出欠アンケートの回
答率を向上させ出席率の向上につなげる。様々な
活動に於いてもらくらく連絡網を活用してもらう
ようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　鈴木　憲一

基本方針・事業計画
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に且つスムー
ズに活動出来るように調整並びに助言をしていきま
す。また、1－3奉仕研究会の運営への協力をしてま
いります。

職業奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２．事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵小路会長が是非実施したいと考えた盲導犬体験を
軸に、職場訪問を実施する。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度は４回目となる『出前授
業』を継続実施する。
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クラブ協議会
「事業計画発表Ⅰ」
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広報委員会
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①水戸南ロータリークラブ会員として、クラブに誇
りと愛着を持てる人
②ロータリーの哲学や理念に共鳴し、奉仕活動に積
極的に参加できる人
③ロータリーの唱える高潔性と多様性を尊重し、友
情と尊敬を共有できる人
④ロータリアンとして、必要最小限の時間と財政負
担に耐えられる人

２.事業計画
①会員候補者について、職業分類・会員増強・ロー
タリー情報委員会と連携し情報集会を開催する。
②オリエンテーションや1－3奉仕研究会に参加し
て、会員一人一人のロータリアンとしての資質・
能力の強化をサポートし、ロータリーの理解を深
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き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
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クラブ協議会
「事業計画発表Ⅰ」

2019-2020年度　委員会事業計画Ⅱ

会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、良き社会人とし
て　また水戸南ロータリークラブの会員として適格
かどうか、公正に審査して理事会に報告する。
　会員選考にあたり、特に下記に留意したい。
①水戸南ロータリークラブ会員として、クラブに誇
りと愛着を持てる人
②ロータリーの哲学や理念に共鳴し、奉仕活動に積
極的に参加できる人
③ロータリーの唱える高潔性と多様性を尊重し、友
情と尊敬を共有できる人
④ロータリアンとして、必要最小限の時間と財政負
担に耐えられる人

２.事業計画
①会員候補者について、職業分類・会員増強・ロー
タリー情報委員会と連携し情報集会を開催する。
②オリエンテーションや1－3奉仕研究会に参加し
て、会員一人一人のロータリアンとしての資質・
能力の強化をサポートし、ロータリーの理解を深
める。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１.基本方針
　週報を通して、今週の例会の内容、前回の例会の
様子、次回の例会日程等を周知する。
　読み手が興味を持ち、週報を楽しんで貰える紙面
作りを心掛ける。

２.事業計画
⑴例会毎に週報を作成し配布する
⑵各行事（家族例会、地区大会、ガバナー公式訪
問、IM等）の記事を掲載
⑶各奉仕活動（おひさま食堂、ミニバスケットボー
ル大会、職場訪問、国際奉仕等）の記事を掲載
⑷各委員会の活動内容を紹介する記事の掲載
　＊各委員長にご協力をお願いすることになります

ので宜しくお願い致します。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１.基本方針
①ホームページの更新、活用
②らくらく連絡網の管理、活用

２.事業計画
①各委員会から情報を提示してもらい、様々な委員
会活動をホームページに掲載する。
②らくらく連絡網の活用により出欠アンケートの回
答率を向上させ出席率の向上につなげる。様々な
活動に於いてもらくらく連絡網を活用してもらう
ようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　鈴木　憲一

基本方針・事業計画
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に且つスムー
ズに活動出来るように調整並びに助言をしていきま
す。また、1－3奉仕研究会の運営への協力をしてま
いります。

職業奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２．事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵小路会長が是非実施したいと考えた盲導犬体験を
軸に、職場訪問を実施する。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度は４回目となる『出前授
業』を継続実施する。

社会奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕する事
は、正にロータリーの責務である。
　社会奉仕委員会は“超我の奉仕”に基づき、奉仕
に役立つ支援や援助を実践する委員会でもある。

２.事業計画
⑴ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市保健
所へ市民が利用出来る器具等を支援していく。保
健所の開所式等で、ロータリーの広報もしてい
く。

⑵おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボラン
ティアとの連携により、身近な奉仕活動として実
践していく。

⑶他の奉仕委員会と連携し、地域住民への奉仕活動
を行う。

⑷過疎地の学校への支援を検討し奉仕を行う。

青少年奉仕委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　ロータリーの青少年奉仕は、指導力養成活動、社
会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへ
の参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プ
ログラムを通じ、青少年や若者によって好ましい変
化がもたらされること、などが期待される。強い責
任感と倫理観を持ったボランティア志向を備えた
青少年を育成する活動を支援、協力する。

２.事業計画
⑴水戸南RC杯ミニバスケットボール大会を開催す
る（令和２年２月）。

⑵年齢30歳までの若い人の育成を支援し、ロータ
リー活動に焦点を当てる青少年奉仕月間（令和２
年５月）に卓話を実施する。

⑶国際ロータリーの常設プログラムとしてクラブに
推奨する体系的な活動である、インターアクト、ロー
ターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラ
ム（Rotary Youth Leadership Awards、
通称「RYLA」）、青少年交換プログラムの理解
を深め、積極的に地区の行事に参加していく。
まず、「RYLA」に、米山奨学生以外にも参加を
薦める（令和元年10月）。

⑷地域の学校へ訪問し、「出前授業」を職業奉仕委
員会に協力して実施する。

国際奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１.基本方針
①ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行す
る。
・平和と紛争予防／紛争解決
・疾病予防と治療　　・水と衛生
・母子の健康　　　　・基本的教育と識字率向上
・経済と地域社会の発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分
野からより良い奉仕活動を立案実行する。
②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。
③姉妹クラブである清州西原RCと協働出来る国際
奉仕活動を検討及び企画する。
④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」の他のクラブの事業に賛助す
る。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　川﨑　英輝

１.基本方針
　RIテーマ［ロータリーは世界をつなぐ」に則
り、当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとの人的
交流を図りながら、共同奉仕プロジェクトを推進し
ていく。

２.事業計画
⑴韓国・清州西原RCとの相互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。
②年間行事・事業クラブ現況報告について相互確
認する。
③９月28日㈯の日韓親善会議に参加し交流を図
る。

⑵タイ・シーロムRCとの相互の交流を深める。
①シーロムRC会長就任式訪問、医療用ベッド贈
呈式に参加し、交流を深める。
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⑶高松西RCとの相互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。
②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
確認する。
③高松西RCが当クラブに訪問の際に交流を深
め、国際奉仕委員会と協力し、協働出来る国際
奉仕活動について意見交換をする。

⑷当クラブのグローバルグラント補助金事業につい
て、国際奉仕委員会と協力し、清州西原RC、
シーロムRC、高松西RCに対して協力を求めて
いく。

ロータリー財団委員会
委員長　二川　隆司

１.基本方針
　ロータリー財団の使命である人道的・教育的プロ
グラムを通じて、世界理解・親善・平和を達成する
ことを機会あるごとに訴えていく。
　人道的奉仕の重点化を会員により一層のロータ
リー財団への理解とご支援・ご協力をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付１人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金１人20ドル目標
⑶ベネファクター(1,000ドル寄付)は1名以上目標
⑷地域社会、国際社会に奉仕するための財源である
寄付を有効に活用できるよう、各奉仕委員会とも
協力し、地区補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　髙橋　伸之

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える
②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする
③奨学生（ネパール）の国について学び、本人から
の報告の機会を設ける

２.事業計画
①寄付金目標、会員一人当たり25,000円
（普通寄付：5,000円、特別寄付：20,000円）
７月１日現在：93名×25,000円

＊2020年５月まで
②米山奨学生　バスネット・アシシュさん（ネパー
ル）出席毎に近況報告を実施
③米山月間（10月）に米山関係者の卓話
④カウンセラー高柳益美会員と協力して奨学生と交流

ニコニコBOX委員会
委員長　谷島　孝明

１.基本方針
　ニコニコBOXは奉仕活動の財源となる寄付を、
会員の皆様より広く集めることを活動としていきた
いと思います。
　お届けいただいた善意は、会員皆様の相互の親睦
を深め、クラブの活性化にもつながります。是非と
も１年間皆様のご協力をお願い申し上げます。

２.事業計画
⑴一人当たり年間寄付30,000円以上を目標とさせ
て頂きます。
⑵和やかなニコニコBOXコーナーの雰囲気作りに
努力します。
⑶受付にて会員の皆様にご協力のお声がけをさせて
頂きます。
⑷頂いたメッセージは忠実にお伝えし、喜びや感謝
の気持ちを分かち合っていきたいと思います。
⑸個人の寄付状況を随時ご案内しますが、個人目標
達成の為に、オブザーバーのお力をお借りしカー
ドをお配りしていこうと思います。

会計委員会
委員長　細谷　達朗

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
①会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努めてまいります。
②事務局と連携し、支払業務を遅滞なく行ってまい
ります。
③効率的なクラブ運営の為、各委員会に予算配分・
支払の均衡を協力要請し、予算超過の無いように
取組んでまいります。
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会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、良き社会人とし
て　また水戸南ロータリークラブの会員として適格
かどうか、公正に審査して理事会に報告する。
　会員選考にあたり、特に下記に留意したい。
①水戸南ロータリークラブ会員として、クラブに誇
りと愛着を持てる人

②ロータリーの哲学や理念に共鳴し、奉仕活動に積
極的に参加できる人

③ロータリーの唱える高潔性と多様性を尊重し、友
情と尊敬を共有できる人

④ロータリアンとして、必要最小限の時間と財政負
担に耐えられる人

２.事業計画
①会員候補者について、職業分類・会員増強・ロー
タリー情報委員会と連携し情報集会を開催する。

②オリエンテーションや1－3奉仕研究会に参加し
て、会員一人一人のロータリアンとしての資質・
能力の強化をサポートし、ロータリーの理解を深
める。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１.基本方針
　週報を通して、今週の例会の内容、前回の例会の
様子、次回の例会日程等を周知する。
　読み手が興味を持ち、週報を楽しんで貰える紙面
作りを心掛ける。

２.事業計画
⑴例会毎に週報を作成し配布する
⑵各行事（家族例会、地区大会、ガバナー公式訪
問、IM等）の記事を掲載

⑶各奉仕活動（おひさま食堂、ミニバスケットボー
ル大会、職場訪問、国際奉仕等）の記事を掲載

⑷各委員会の活動内容を紹介する記事の掲載
　＊各委員長にご協力をお願いすることになります

ので宜しくお願い致します。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１.基本方針
①ホームページの更新、活用
②らくらく連絡網の管理、活用

２.事業計画
①各委員会から情報を提示してもらい、様々な委員
会活動をホームページに掲載する。
②らくらく連絡網の活用により出欠アンケートの回
答率を向上させ出席率の向上につなげる。様々な
活動に於いてもらくらく連絡網を活用してもらう
ようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　鈴木　憲一

基本方針・事業計画
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に且つスムー
ズに活動出来るように調整並びに助言をしていきま
す。また、1－3奉仕研究会の運営への協力をしてま
いります。

職業奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２．事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵小路会長が是非実施したいと考えた盲導犬体験を
軸に、職場訪問を実施する。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度は４回目となる『出前授
業』を継続実施する。

社会奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１.基本方針
　地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕する事
は、正にロータリーの責務である。
　社会奉仕委員会は“超我の奉仕”に基づき、奉仕
に役立つ支援や援助を実践する委員会でもある。

２.事業計画
⑴ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市保健
所へ市民が利用出来る器具等を支援していく。保
健所の開所式等で、ロータリーの広報もしてい
く。
⑵おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボラン
ティアとの連携により、身近な奉仕活動として実
践していく。
⑶他の奉仕委員会と連携し、地域住民への奉仕活動
を行う。
⑷過疎地の学校への支援を検討し奉仕を行う。

青少年奉仕委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　ロータリーの青少年奉仕は、指導力養成活動、社
会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへ
の参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プ
ログラムを通じ、青少年や若者によって好ましい変
化がもたらされること、などが期待される。強い責
任感と倫理観を持ったボランティア志向を備えた
青少年を育成する活動を支援、協力する。

２.事業計画
⑴水戸南RC杯ミニバスケットボール大会を開催す
る（令和２年２月）。
⑵年齢30歳までの若い人の育成を支援し、ロータ
リー活動に焦点を当てる青少年奉仕月間（令和２
年５月）に卓話を実施する。
⑶国際ロータリーの常設プログラムとしてクラブに
推奨する体系的な活動である、インターアクト、ロー
ターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラ
ム（Rotary Youth Leadership Awards、
通称「RYLA」）、青少年交換プログラムの理解
を深め、積極的に地区の行事に参加していく。
まず、「RYLA」に、米山奨学生以外にも参加を
薦める（令和元年10月）。

⑷地域の学校へ訪問し、「出前授業」を職業奉仕委
員会に協力して実施する。

国際奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１.基本方針
①ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行す
る。
・平和と紛争予防／紛争解決
・疾病予防と治療　　・水と衛生
・母子の健康　　　　・基本的教育と識字率向上
・経済と地域社会の発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分
野からより良い奉仕活動を立案実行する。

②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。

③姉妹クラブである清州西原RCと協働出来る国際
奉仕活動を検討及び企画する。

④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」の他のクラブの事業に賛助す
る。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　川﨑　英輝

１.基本方針
　RIテーマ［ロータリーは世界をつなぐ」に則
り、当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとの人的
交流を図りながら、共同奉仕プロジェクトを推進し
ていく。

２.事業計画
⑴韓国・清州西原RCとの相互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。

②年間行事・事業クラブ現況報告について相互確
認する。

③９月28日㈯の日韓親善会議に参加し交流を図
る。

⑵タイ・シーロムRCとの相互の交流を深める。
①シーロムRC会長就任式訪問、医療用ベッド贈
呈式に参加し、交流を深める。
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⑶高松西RCとの相互の交流を深める。
①年度当初に、理事・役員変更について相互確認
する。

②年間行事・事業・クラブ現況報告について相互
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＊2020年５月まで
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会計委員会
委員長　細谷　達朗

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
①会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努めてまいります。
②事務局と連携し、支払業務を遅滞なく行ってまい
ります。
③効率的なクラブ運営の為、各委員会に予算配分・
支払の均衡を協力要請し、予算超過の無いように
取組んでまいります。

前年度出席率100％会員のみなさん

前年度出席100％会員を代表して
長谷川パストガバナーの挨拶

入会以来100％出席の長谷川パストガバ
ナー

幹事バッチの引継ぎ

前年度幹事への記念品贈呈深谷幹事から
「今年度の方針について」

会員組織委員会
志村委員長

広報委員会
小泉委員長

雑誌委員会
赤岩委員長

プログラム委員会
米川（幸）委員長

出席委員会
太田委員長

親睦活動委員会
宇留野委員長

会場運営委員会
岡村委員長

職業分類委員会
米田委員長

会員増強委員会
奈良委員長

ロータリー情報委員会
綿引委員長

会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、良き社会人とし
て　また水戸南ロータリークラブの会員として適格
かどうか、公正に審査して理事会に報告する。
　会員選考にあたり、特に下記に留意したい。
①水戸南ロータリークラブ会員として、クラブに誇
りと愛着を持てる人

②ロータリーの哲学や理念に共鳴し、奉仕活動に積
極的に参加できる人

③ロータリーの唱える高潔性と多様性を尊重し、友
情と尊敬を共有できる人

④ロータリアンとして、必要最小限の時間と財政負
担に耐えられる人

２.事業計画
①会員候補者について、職業分類・会員増強・ロー
タリー情報委員会と連携し情報集会を開催する。

②オリエンテーションや1－3奉仕研究会に参加し
て、会員一人一人のロータリアンとしての資質・
能力の強化をサポートし、ロータリーの理解を深
める。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１.基本方針
　週報を通して、今週の例会の内容、前回の例会の
様子、次回の例会日程等を周知する。
　読み手が興味を持ち、週報を楽しんで貰える紙面
作りを心掛ける。

２.事業計画
⑴例会毎に週報を作成し配布する
⑵各行事（家族例会、地区大会、ガバナー公式訪
問、IM等）の記事を掲載

⑶各奉仕活動（おひさま食堂、ミニバスケットボー
ル大会、職場訪問、国際奉仕等）の記事を掲載

⑷各委員会の活動内容を紹介する記事の掲載
　＊各委員長にご協力をお願いすることになります

ので宜しくお願い致します。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１.基本方針
①ホームページの更新、活用
②らくらく連絡網の管理、活用

２.事業計画
①各委員会から情報を提示してもらい、様々な委員
会活動をホームページに掲載する。
②らくらく連絡網の活用により出欠アンケートの回
答率を向上させ出席率の向上につなげる。様々な
活動に於いてもらくらく連絡網を活用してもらう
ようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　鈴木　憲一

基本方針・事業計画
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に且つスムー
ズに活動出来るように調整並びに助言をしていきま
す。また、1－3奉仕研究会の運営への協力をしてま
いります。

職業奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２．事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵小路会長が是非実施したいと考えた盲導犬体験を
軸に、職場訪問を実施する。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度は４回目となる『出前授
業』を継続実施する。

2－Vol.47  No3（第2201） Vol.47  No3（第2201）－5

2019-2020年度　委員会事業計画Ⅱ ７月第２例会　７月12日（金）

クラブ協議会
「事業計画発表Ⅰ」



前年度出席率100％会員のみなさん

前年度出席100％会員を代表して
長谷川パストガバナーの挨拶

入会以来100％出席の長谷川パストガバ
ナー

幹事バッチの引継ぎ

前年度幹事への記念品贈呈深谷幹事から
「今年度の方針について」

会員組織委員会
志村委員長

広報委員会
小泉委員長

雑誌委員会
赤岩委員長

プログラム委員会
米川（幸）委員長

出席委員会
太田委員長

親睦活動委員会
宇留野委員長

会場運営委員会
岡村委員長

職業分類委員会
米田委員長

会員増強委員会
奈良委員長

ロータリー情報委員会
綿引委員長

会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１.基本方針
　推薦された会員候補者について、良き社会人とし
て　また水戸南ロータリークラブの会員として適格
かどうか、公正に審査して理事会に報告する。
　会員選考にあたり、特に下記に留意したい。
①水戸南ロータリークラブ会員として、クラブに誇
りと愛着を持てる人
②ロータリーの哲学や理念に共鳴し、奉仕活動に積
極的に参加できる人
③ロータリーの唱える高潔性と多様性を尊重し、友
情と尊敬を共有できる人
④ロータリアンとして、必要最小限の時間と財政負
担に耐えられる人

２.事業計画
①会員候補者について、職業分類・会員増強・ロー
タリー情報委員会と連携し情報集会を開催する。
②オリエンテーションや1－3奉仕研究会に参加し
て、会員一人一人のロータリアンとしての資質・
能力の強化をサポートし、ロータリーの理解を深
める。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１.基本方針
　週報を通して、今週の例会の内容、前回の例会の
様子、次回の例会日程等を周知する。
　読み手が興味を持ち、週報を楽しんで貰える紙面
作りを心掛ける。

２.事業計画
⑴例会毎に週報を作成し配布する
⑵各行事（家族例会、地区大会、ガバナー公式訪
問、IM等）の記事を掲載
⑶各奉仕活動（おひさま食堂、ミニバスケットボー
ル大会、職場訪問、国際奉仕等）の記事を掲載
⑷各委員会の活動内容を紹介する記事の掲載
　＊各委員長にご協力をお願いすることになります

ので宜しくお願い致します。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１.基本方針
①ホームページの更新、活用
②らくらく連絡網の管理、活用

２.事業計画
①各委員会から情報を提示してもらい、様々な委員
会活動をホームページに掲載する。
②らくらく連絡網の活用により出欠アンケートの回
答率を向上させ出席率の向上につなげる。様々な
活動に於いてもらくらく連絡網を活用してもらう
ようにする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　鈴木　憲一

基本方針・事業計画
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に且つスムー
ズに活動出来るように調整並びに助言をしていきま
す。また、1－3奉仕研究会の運営への協力をしてま
いります。

職業奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に『四つのテスト』に基づ
き、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提唱
し、ロータリークラブとして地域社会に『奉仕の理
想』を実践していく。

２．事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵小路会長が是非実施したいと考えた盲導犬体験を
軸に、職場訪問を実施する。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度は４回目となる『出前授
業』を継続実施する。

2－Vol.47  No3（第2201） Vol.47  No3（第2201）－5

2019-2020年度　委員会事業計画Ⅱ ７月第２例会　７月12日（金）

クラブ協議会
「事業計画発表Ⅰ」



会食メニュー

幹幹 事事 報報 告告

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：長洲雅彦　副委員長：郡司恵一郎　アドバイザー：松本隆史　委員：軍司　由佳、川上　正一

●会　長　小路　　實　会長エレクト　志村　　保
●幹　事　深谷　　智　副会長　　　　篠原　　勉
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　小川　啓子

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

RIテーマ：ロータリーは世界をつなぐ

地区スローガン／人、学びて更なる奉仕
クラブ会長方針／心に寄り添う魅力あるクラブ

水戸南
　 ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

週　報

■財団BOX（７月12日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金(第８回)

$100　10,800円(累計$12,800)
久保田啓藏会員…財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計$10,100)
石井浩一会員……財団の友献金(第７回)

$100　10,800円(累計 $3,700)
菊池秀機会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計 $3,100)
小路　實会員……財団の友献金(第10回)

$100　10,800円(累計 $3,000)
高梨博行会員……財団の友献金(第８回)

$100　10,800円(累計 $800)
川﨑英輝会員……財団の友献金(第５回)

$100　10,800円(累計 $500)
石井邦明会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計 $100)

この計　　　８件　　　$800　　　86,400円

■米山BOX（７月12日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第10回）

10,000円(累計1,000,000円)
市毛純一会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 730,000円)
米田英雄会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計 460,000円)
水越光男会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計 360,000円）
志村　保会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計 340,000円)
小路　實会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計 270,000円)
高柳益美会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 130,000円）
小泉正史会員……準米山功労者献金(第７回)

10,000円(累計 70,000円）

この計　　　８件　　　80,000円

１

２

３

４

会員の皆様へ
まだまだ、曇り空が続きますが、もうそろそろ梅
雨明けを期待したいところです。早いもので、水
戸市内の公立小中学校は来週より夏休みに入りま
す。皆さん、夏は何処に行くのですか？

７月19日㈮ 小路年度第１回臨時理事会実施
参加者　理事・役員
水戸プラザホテル　例会前の正午

７月22日㈪ おひさま食堂関連委員会集会
参加者　関連委員会委員
天天　18:30

７月27日㈯ 本年度第１回おひさま食堂が開催されます
緑岡及び赤塚市民センター　11:30～13:30
集合時刻　9:30（調理担当者9:00）まで
　　　　　※メークアップ扱いです。

次回例会日程
７月26日㈮　18:30～　水戸プラザホテル
クラブ懇談会、７月誕生祝い

小路　實会員……
綿引甚介会員……
笹館康男会員……
中川勝義会員……

高梨博行会員……

井澤卓司会員……
塩沢富夫会員……
松本隆史会員……
島根昌明会員……
鈴木憲一会員……
及川　譲会員……
野口英壽会員……
太田聖史会員……
金原和美会員……

米川幸喜会員……
高柳益美会員……
川﨑英輝会員……

原口一吉会員……

長岡秀典会員……

山下真悟会員……
石川啓司会員……

武田　誠会員……

櫻井盛二会員……
岡村太郎会員……

この計　　　24件　　　79,000円

■会員メークアップ
7/ 6 　シーロムRC会長就任式

佐藤　衛　　小路　實　　鈴木憲一　　米田英雄
橋本　哲　　石井浩一　　川澄千亜紀　谷島孝明
宇留野秀一　川﨑英輝　　原口一吉　　桑名武之
高梨博行　　長岡秀典

7/ 7 　GG1977970医療ベッド・人工透析機贈呈式
佐藤　衛　　小路　實　　鈴木憲一　　米田英雄
橋本　哲　　石井浩一　　谷島孝明　　宇留野秀一
川﨑英輝　　原口一吉　　桑名武之　

7/10　奉仕プロジェクト研究会　　石川啓司

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈我等の生業〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 鈴木憲一直前会長
 5. ゲストスピーチ
「LGBTや多様性を受け入れる社会について」
茨城県生涯学習センター
 副幹事 長谷川馨 氏
 生涯学習推進員 水飼裕子 氏

 6. 会　食
 7. 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）
 8. 幹事報告
 9. クラブ協議会「委員会事業計画発表Ⅱ」

会員選考、クラブ管理運営、会報、
ＩＴ資料、奉仕プロジェクト、職業奉仕、
社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

７月第３例会プログラム
2019年７月19日（金）

前　週訂正出席率76.67％
前々週訂正出席率76.40％92名 58名 34名 66.67％７月第２例会（７月12日）

出席状況
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■ニコニコBOX（７月12日（金）扱）
出席率100％記念品有難うございました。
小路会長、深谷幹事一年間頑張って下さい。
会長、幹事弛まず頑張って下さい。
小路会長、深谷幹事一年間ご苦労様です。頑張っ
て下さい。
本年度ニコニコBOX副委員長をやらせていただ
きます。宜しくお願いします。
出席率100％記念品有難うございます。
小路会長、深谷幹事一年間頑張って下さい。
皆様、今年も一年間宜しく。
出席率100％会員の皆様おめでとうございました。
タイ訪問の皆様お疲れ様でした。
今日も悪天候ですね。
小路会長、一年間頑張れ。
ニコニコBOX委員会の皆様一年間頑張って下さい。
遅くなりましたが新年度も皆様宜しくお願い致し
ます。会長、幹事頑張って下さい。
櫻井会員、本日の司会宜しくお願い致します。
ニコニコBOXの皆様頑張って下さい。
サワディカップ！無事にタイから帰国しました。
タイ料理アローイ！タイマッサージ、サバイサ
バーイ！コップンカップ。
国際奉仕活動お疲れ様でした。皆様、元気に帰国
されて感謝します。
本年度から会場運営委員会として一年間頑張りま
す。
新年度親睦活動委員として頑張ります。
明日は亡き武藤章先生の研究室同窓会で、長野県
の「白樺湖の夏の家」へ向かいます。30回忌で
す。もちろん合宿します。
今日は名司会の櫻井盛二会員の晴れ舞台です。
久々に煩い位の賑やかな例会になりそうです。ど
うぞ楽しんでください。
本日デビューです。
素敵なバースデーカード有難うございました。

豚フィレ肉のカツレツと夏野菜のカレーライス

季節のサラダ

コーヒー
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ニコニコ、米山＆財団
特別寄付月間（クラブ月間）

７月第２例会　７月12日（金）


