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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

幹幹 事事 報報 告告

■財団BOX（７月26日（金）扱）
根本祐次会員……財団の友献金(第６回)

$100　10,800円(累計$3,600)
赤岩賢二会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計$3,100)
高柳益美会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計$2,100)
谷島孝明会員……財団の友献金(第10回)

$100　10,800円(累計$1,000)
高梨博行会員……財団の友献金(第９回)

$100　10,800円(累計 $900）
月例献金（７月分）……688円

この計　　　６件　　　$500　　　54,688円

■米山BOX（７月26日（金）扱）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計250,000円)
菊池秀機会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計220,000円)
赤岩賢二会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計190,000円)
谷島孝明会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計120,000円）
二川隆司会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計 80,000円)

この計　　　５件　　　50,000円
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新クラブ結成推進月間

小路　實会員……
鈴木忠夫会員・高梨博行会員
　　　　　　……

塩沢富夫会員……
橋本　哲会員……

松本隆史会員……
島根昌明会員・川﨑紀子会員
　　　　　　……
兼子充裕会員……

米川幸喜会員……
宇留野秀一会員…
原口一吉会員……
録田幸裕会員……

石川啓司会員……

菊池秀機会員……
長岡秀典会員……

この計　　　16件　　　 81,000円
月　計　　　99件　　　358,000円
累　計　　　99件　　　358,000円

■会員メークアップ
７/13　ロータリー財団研究会　　宇留野秀一
７/20　諮問委員会　　　　　長谷川國雄
７/20　北海道2500REC　　人見光一
７/21　RLI・DL養成講座

石井浩一　　宇留野秀一　　山本　大　　人見光一
７/26　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〈四つのテスト〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間

 米川幸喜プログラム委員長
 5. 雑誌の時間 石井邦明雑誌委員
 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. 卓話「会員増強月間に因んで」

 石井浩一地区公共イメージ委員長（水戸南RC)
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

８月第１例会プログラム
2019年８月２日（金）

前　週訂正出席率72.94％
前々週訂正出席率76.14％91名 42名 49名 52.50％７月第４例会（７月26日）

出席状況
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■ニコニコBOX（７月26日（金）扱）
７月誕生日の皆様おめでとうございます。

気候が暑くなって来ましたので、皆様お身体ご自
愛下さい。
誕生祝い有難うございました。
水戸プラザホテル寄贈の水戸市消防本部タンク車
が、昨日フィリピンに向けて出港しました。
暑くなりました。体に気をつけて下さい。

７月誕生日の皆様おめでとうございます。
７月誕生日の皆様おめでとうございます。やっと
暑くなりましたね。
ニコニコBOXの皆様、お役目ご苦労様です。
暑くなりました。皆様ご自愛下さい。
今日もニコニコで感謝です。
先日誕生日を向かえ、45歳になりました。皆様
今後共、宜しくお願い致します。
日曜日は、つくば市のホテルグランド東雲にて地
区奉仕プロジェクト研究会があります。社会奉
仕・職業奉仕・国際奉仕委員長の皆様宜しくお願
い致します。
皆様にお世話になっております。
梅雨が明けて仕事がやりやすくなりました。一生
懸命頑張ります。

１

２

３

４

５

６

前　菜　ひじき煮　ツナピーマン　勘八照焼き
花蓮根　鯛琥珀寄せ　鶏野菜巻き
玉子焼き　昆布佃煮

揚　物　海老かき餅揚げ　鱚あられ揚げ
舞茸　獅子唐

焼　物　飛龍頭　茄子　人参麩　里芋　隠元
食　事　俵押し　香の物　胡瓜漬　止　椀　赤出汁

７月第４例会　７月26日（金）

日　時　2019年７月29日㈪　18:30～

場　所　水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1

出席者　理　　事　菊池秀機　及川　譲　原口一吉
　　　　　石井浩一　小川啓子　小泉正史
　　　　　二川隆司　髙橋伸之　太田聖史
　　　　　米川幸喜　宇留野秀一
役　　員　小路　實　志村　保　篠原　勉
　　　　　深谷　智　岡村太郎　鈴木憲一

議事・決議事項
①８・９月プログラムについて 《承認》
②家族親睦納涼例会及び家族負担金について 《承認》
③ガバナー公式訪問について 《確認》

④会員増強パンフレット 《承認》
⑤クラブFacebookについて 《承認》
⑥会員増強セミナーについて 《承認》

保留事項
①年会費徴収時の諸費用加算について継続審議とする
②おひさま食堂について十分な審議時間が必要な為、臨時理
事会を開催対応する

次回定例理事会
１．日時　2019年９月２日㈪
　　　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
２．場所　 水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1

〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2019-20年度　第２回定例理事会　議事録

会員の皆様へ
いよいよ待ちに待った、梅雨が明けました。夏バテ
をしないように会員の皆様、納涼例会・ガバナー公
式訪問の準備お願いいたします。

7月27日㈯ 本年度第１回おひさま食堂が開催されました
緑岡及び赤塚市民センター
出席者（敬称略）計18名
原口、宇留野、金原、小泉、井澤、兼子、川澄、
久保田（規）、長洲、奈良、根本（ ）、及川、録田、
笹館、鈴木（由）、上野、谷島、米川（幸）

7月19日㈮ 第１回臨時理事会　参加者数に誤りがありました
下記のとおり、訂正いたします。
（誤）18名→（正）19名　　参加者名　小川啓子副幹事

7月27日㈯ クラブ奉仕研究会
三の丸ホテル
参加者　小路　實会長、志村　保会長エレクト、
　　　　石井浩一地区公共イメージ委員長

7月28日㈰ 奉仕プロジェクト研究会
ホテルグランド東雲
参加者　菊池秀機職業奉仕委員長
　　　　及川　譲社会奉仕委員長
　　　　原口一吉国際奉仕委員長
　　　　石川啓司地区国際交流奨学金担当委員

8月４日㈰ 米山合同セミナー 
つくば山水亭　10:00～15:00
参加予定者　髙橋伸之米山記念奨学委員長
　　　　　　高柳益美米山カウンセラー

次回例会日程
８月９日㈮　12:30～　水戸プラザホテル



本年度予算の報告をする深谷幹事

緑岡市民センタースタッフミーティング 緑岡市民センターボランティアさんと奈良会員 赤塚市民センターのボランティアさん

夏らしくかき氷赤塚市民センター受付 赤塚市民センター沢山おいで頂きました

７月誕生祝い ７月誕生日の会員を代表してスピーチ
する塩沢会員

前年度決算報告をする川﨑前幹事 クラブ懇談会風景　

クラブ懇談会風景　

石井浩一 氏（水戸南RC）

地区クラブ奉仕委員会　公共イメージ委員長

～会員増強月間に因んで～

　本日は、出前卓話にお招き頂きありがとうござい
ます。本年度、公共イメージ委員長を拝命した石井
です。所属は、水戸南RCです。
　さて、会員数の年間の傾向ですが、12月末と６
月末に減少します。また、日本の会員数も1996年
11月には13万人余りでしたが、2019年２月に
は、８万９千余りと減少を続けています。
　皆様のクラブでは、今年度の会員増強はどうしま
すか？
　地区からのお願いです。上期は会員増強に集中
し、下期は退会防止のための方策を実行して下さ
い。特に、退会者が多い12月末と魔の６月は最も
注意する月です。
　会員増強には、いろいろなご意見があるかと思い
ますが、しかし、大切な事は理論より実践です。
　会員増強で年初にやるべき事は、次の２点です。
１．「クラブの現状を評価する」
会員増強は、自分のクラブの問題点を洗い出
し、改善する事から始まります。

２．「活気あるクラブをつくる」
会員の満足度を高める。会員維持力を高める。
会員増強の重要性を理解してもらう。会員増強
委員会の責務の遂行。クラブ活性化の為、戦略
計画の立案と実行。そして、クラブの成長を目
指し、高い会員目標を立てる事です。目標は
My Rotaryに入力して下さい。

　中村ガバナーは、クラブ数値目標を純増２名以上
とし、地区数値目標は2,050名です。その為には、
女性会員、40歳未満の会員の積極的増強を推奨し
ます。クラブのビジョンを語り、クラブ戦略計画の
目標設定をしましょう。
　2019年６月現在、地区の女性会員比率は、7.8％
です。第2820地区目標は５年後、15％です。ロー
タリーに入会する女性がいない？ではなく、女性に
選ばれないのでは？

　会員増強は、クラブ会員の決意です。決して人任
せにせず、全員の責務とし、全員で取り組みましょ
う。また、退会を防ぐ事も大切です。仲間を大事に
しましょう。
　卓話では、北海道の滝川ロータリークラブの取組
み、大宮西ロータリークラブの取組み事例を説明さ
せて頂きます。どちらのクラブも多角的なアプロー
チでクラブ活動を展開し、さらなるクラブの活性化
を図っています。
　最後に、「増強の三本の矢」。入会へのアピール
には、ロータリーとクラブの魅力をお伝え下さい。
１．親睦（仲間づくり）
２．奉仕（感動）
〈１・２は、自分を高める〉

３．事業（ビジネスチャンス）
〈３は、職業を高める〉

　以前は、仕事の話はタブー視されましたが、事業
人集まりであれば、経済、事業の話は当然です。相
互扶助というロータリーの草創期の原点に戻りま
しょう。親睦によって仲間づくりができ、共に奉仕
活動をする事によって感動を共有し、人となりを理
解し信頼関係が生まれ、ビジネスチャンスが生じ
る。また、奉仕を通じて自分の職業を高める事がで
きます。
　クラブが元気になれば、地区も盛り上がります。
クラブも地区も共に元気にしましょう。地区全体で
2,000名の会員数を回復する事を目指して！
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し、下期は退会防止のための方策を実行して下さ
い。特に、退会者が多い12月末と魔の６月は最も
注意する月です。
　会員増強には、いろいろなご意見があるかと思い
ますが、しかし、大切な事は理論より実践です。
　会員増強で年初にやるべき事は、次の２点です。
１．「クラブの現状を評価する」
会員増強は、自分のクラブの問題点を洗い出
し、改善する事から始まります。

２．「活気あるクラブをつくる」
会員の満足度を高める。会員維持力を高める。
会員増強の重要性を理解してもらう。会員増強
委員会の責務の遂行。クラブ活性化の為、戦略
計画の立案と実行。そして、クラブの成長を目
指し、高い会員目標を立てる事です。目標は
My Rotaryに入力して下さい。

　中村ガバナーは、クラブ数値目標を純増２名以上
とし、地区数値目標は2,050名です。その為には、
女性会員、40歳未満の会員の積極的増強を推奨し
ます。クラブのビジョンを語り、クラブ戦略計画の
目標設定をしましょう。
　2019年６月現在、地区の女性会員比率は、7.8％
です。第2820地区目標は５年後、15％です。ロー
タリーに入会する女性がいない？ではなく、女性に
選ばれないのでは？

　会員増強は、クラブ会員の決意です。決して人任
せにせず、全員の責務とし、全員で取り組みましょ
う。また、退会を防ぐ事も大切です。仲間を大事に
しましょう。
　卓話では、北海道の滝川ロータリークラブの取組
み、大宮西ロータリークラブの取組み事例を説明さ
せて頂きます。どちらのクラブも多角的なアプロー
チでクラブ活動を展開し、さらなるクラブの活性化
を図っています。
　最後に、「増強の三本の矢」。入会へのアピール
には、ロータリーとクラブの魅力をお伝え下さい。
１．親睦（仲間づくり）
２．奉仕（感動）
〈１・２は、自分を高める〉

３．事業（ビジネスチャンス）
〈３は、職業を高める〉

　以前は、仕事の話はタブー視されましたが、事業
人集まりであれば、経済、事業の話は当然です。相
互扶助というロータリーの草創期の原点に戻りま
しょう。親睦によって仲間づくりができ、共に奉仕
活動をする事によって感動を共有し、人となりを理
解し信頼関係が生まれ、ビジネスチャンスが生じ
る。また、奉仕を通じて自分の職業を高める事がで
きます。
　クラブが元気になれば、地区も盛り上がります。
クラブも地区も共に元気にしましょう。地区全体で
2,000名の会員数を回復する事を目指して！
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会食メニュー

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

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

幹幹 事事 報報 告告

■財団BOX（７月26日（金）扱）
根本祐次会員……財団の友献金(第６回)

$100　10,800円(累計$3,600)
赤岩賢二会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計$3,100)
高柳益美会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計$2,100)
谷島孝明会員……財団の友献金(第10回)

$100　10,800円(累計$1,000)
高梨博行会員……財団の友献金(第９回)

$100　10,800円(累計 $900）
月例献金（７月分）……688円

この計　　　６件　　　$500　　　54,688円

■米山BOX（７月26日（金）扱）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計250,000円)
菊池秀機会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計220,000円)
赤岩賢二会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計190,000円)
谷島孝明会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計120,000円）
二川隆司会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計 80,000円)

この計　　　５件　　　50,000円

Vol.47  No５（第2203）－１
2019年（令和元年）８月２日（金）

会員増強・
新クラブ結成推進月間

小路　實会員……
鈴木忠夫会員・高梨博行会員
　　　　　　……

塩沢富夫会員……
橋本　哲会員……

松本隆史会員……
島根昌明会員・川﨑紀子会員
　　　　　　……
兼子充裕会員……

米川幸喜会員……
宇留野秀一会員…
原口一吉会員……
録田幸裕会員……

石川啓司会員……

菊池秀機会員……
長岡秀典会員……

この計　　　16件　　　 81,000円
月　計　　　99件　　　358,000円
累　計　　　99件　　　358,000円

■会員メークアップ
７/13　ロータリー財団研究会　　宇留野秀一
７/20　諮問委員会　　　　　長谷川國雄
７/20　北海道2500REC　　人見光一
７/21　RLI・DL養成講座

石井浩一　　宇留野秀一　　山本　大　　人見光一
７/26　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〈四つのテスト〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間

 米川幸喜プログラム委員長
 5. 雑誌の時間 石井邦明雑誌委員
 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. 卓話「会員増強月間に因んで」

 石井浩一地区公共イメージ委員長（水戸南RC)
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

８月第１例会プログラム
2019年８月２日（金）

前　週訂正出席率72.94％
前々週訂正出席率76.14％91名 42名 49名 52.50％７月第４例会（７月26日）

出席状況

4－Vol.47  No５（第2203）

■ニコニコBOX（７月26日（金）扱）
７月誕生日の皆様おめでとうございます。

気候が暑くなって来ましたので、皆様お身体ご自
愛下さい。
誕生祝い有難うございました。
水戸プラザホテル寄贈の水戸市消防本部タンク車
が、昨日フィリピンに向けて出港しました。
暑くなりました。体に気をつけて下さい。

７月誕生日の皆様おめでとうございます。
７月誕生日の皆様おめでとうございます。やっと
暑くなりましたね。
ニコニコBOXの皆様、お役目ご苦労様です。
暑くなりました。皆様ご自愛下さい。
今日もニコニコで感謝です。
先日誕生日を向かえ、45歳になりました。皆様
今後共、宜しくお願い致します。
日曜日は、つくば市のホテルグランド東雲にて地
区奉仕プロジェクト研究会があります。社会奉
仕・職業奉仕・国際奉仕委員長の皆様宜しくお願
い致します。
皆様にお世話になっております。
梅雨が明けて仕事がやりやすくなりました。一生
懸命頑張ります。

１

２

３

４

５

６

前　菜　ひじき煮　ツナピーマン　勘八照焼き
花蓮根　鯛琥珀寄せ　鶏野菜巻き
玉子焼き　昆布佃煮

揚　物　海老かき餅揚げ　鱚あられ揚げ
舞茸　獅子唐

焼　物　飛龍頭　茄子　人参麩　里芋　隠元
食　事　俵押し　香の物　胡瓜漬　止　椀　赤出汁

７月第４例会　７月26日（金）

日　時　2019年７月29日㈪　18:30～

場　所　水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1

出席者　理　　事　菊池秀機　及川　譲　原口一吉
　　　　　石井浩一　小川啓子　小泉正史
　　　　　二川隆司　髙橋伸之　太田聖史
　　　　　米川幸喜　宇留野秀一
役　　員　小路　實　志村　保　篠原　勉
　　　　　深谷　智　岡村太郎　鈴木憲一

議事・決議事項
①８・９月プログラムについて 《承認》
②家族親睦納涼例会及び家族負担金について 《承認》
③ガバナー公式訪問について 《確認》

④会員増強パンフレット 《承認》
⑤クラブFacebookについて 《承認》
⑥会員増強セミナーについて 《承認》

保留事項
①年会費徴収時の諸費用加算について継続審議とする
②おひさま食堂について十分な審議時間が必要な為、臨時理
事会を開催対応する

次回定例理事会
１．日時　2019年９月２日㈪
　　　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
２．場所　 水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1

〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2019-20年度　第２回定例理事会　議事録

会員の皆様へ
いよいよ待ちに待った、梅雨が明けました。夏バテ
をしないように会員の皆様、納涼例会・ガバナー公
式訪問の準備お願いいたします。

7月27日㈯ 本年度第１回おひさま食堂が開催されました
緑岡及び赤塚市民センター
出席者（敬称略）計18名
原口、宇留野、金原、小泉、井澤、兼子、川澄、
久保田（規）、長洲、奈良、根本（ ）、及川、録田、
笹館、鈴木（由）、上野、谷島、米川（幸）

7月19日㈮ 第１回臨時理事会　参加者数に誤りがありました
下記のとおり、訂正いたします。
（誤）18名→（正）19名　　参加者名　小川啓子副幹事

7月27日㈯ クラブ奉仕研究会
三の丸ホテル
参加者　小路　實会長、志村　保会長エレクト、
　　　　石井浩一地区公共イメージ委員長

7月28日㈰ 奉仕プロジェクト研究会
ホテルグランド東雲
参加者　菊池秀機職業奉仕委員長
　　　　及川　譲社会奉仕委員長
　　　　原口一吉国際奉仕委員長
　　　　石川啓司地区国際交流奨学金担当委員

8月４日㈰ 米山合同セミナー 
つくば山水亭　10:00～15:00
参加予定者　髙橋伸之米山記念奨学委員長
　　　　　　高柳益美米山カウンセラー

次回例会日程
８月９日㈮　12:30～　水戸プラザホテル


