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RIテーマ：ロータリーは世界をつなぐ
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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
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会員の皆様へ
いよいよ2020年があけました。皆様はどんなお正
月を過ごしましたか？優雅に海外に行かれた方。帰
省した方、された方。寝正月を堪能された方。ス
キー、温泉、初詣、パワースポット等様々な形が
あったと思います。この正月、楽しい日々を過ごし
ていただければ素敵なことです。今年も、皆様に
は何かとお世話になる事が多いと思います。よろ
しくお願いいたします。

12月18日㈬ 歴代会長・幹事会忘年会が開催されました
18:30～　水戸プラザホテル2F
参加者（敬称略）
小路、長谷川、水口、笹館、松本、根本（　）、綿引、
志村、島根、深谷　　　　　　　　　　　（10名）
　
2019-2020年度下期会費について
本日、下期年会費を別紙の通りご請求致します。
　
１月18日㈯ 常陸太田RC創立60周年記念式典
13:00～17:00　常陸太田生涯学習センター
出席者　小路　實会長、深谷　智幹事
　
水戸市内RC例会変更のお知らせ
水戸さくらRC…１月20日㈪　18:30（新年例会の為）

１月27日㈪　18:30→12:30
水　　戸RC…１月21日㈫　18:00

於 山口楼本店（新年家族会の為）
水 戸 西RC…１月22日㈬　17:30

於 水戸プラザホテル
（新春ファミリーパーティーの為）

次回例会日程
１月17日㈮　12:30～　水戸プラザホテル
卓話　職業奉仕月間に因んで
　　　「福利厚生についての提案」　　 根本一夫氏

 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. 米山奨学金授与 バスネット・アシシュさん
 5. ロータリーの時間「新年家族例会に際し」

 小路　實会長
 6. 親睦の時間「１月誕生祝」 親睦活動委員会

 ９日 川﨑篤之　10日 石井浩一
18日 大原康宏　19日 山下真悟
28日 中川勝義　29日 笹館康男

 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. 点鐘（例会閉会）
10. 新年家族例会 司会進行 親睦活動委員会
11. ロータリーソング〈手に手つないで〉
12. 閉　会

１月第２例会プログラム
2020年１月10日（金）

12月21日
㈯

開催

参加者の
皆さんの

感想

本日のメ
ニュー

■財団BOX（12月20日（金）扱）
工藤貴正会員……財団の友献金(第１回)

$100　10,800円(累計$2,100)
月例献金（12月分）…640円

この計　　　２件　　　$100　　　11,440円

Vol.47  No23（第2221）－１
2020年（令和２年）１月10日（金）

小路　實会員……

深谷　智会員……

松本隆史会員……
島根昌明会員……
篠原　勉会員……
根本 次会員……

鈴木憲一会員……
川澄千亜紀会員…
長洲雅彦会員……
高柳益美会員……
原口一吉会員……

録田幸裕会員……
廣澤一浩会員……

この計　　　 13件　　　 36,000円
月　計　　　 28件　　　 91,000円
累　計　　　345件　　　1,187,000円

■会員メークアップ
12/18　水戸西RC　　大金　誠

前　週訂正出席率72.09％
前々週訂正出席率68.18％91名 42名 49名 53.16％12月第３例会（12月20日）

出席状況

4－Vol.47  No23（第2221）

■ニコニコBOX（12月20日（金）扱）
皆様のお陰で、今年最後の例会を迎えることが出
来ました。有難うございます。
本年は有難うございました。来年も宜しくお願い
致します。
皆様、良いお年をお迎え下さい。
12月誕生の皆様おめでとうございます。
小路会長、深谷幹事、本年お世話になりました。
小路会長、深谷幹事、上半期ご苦労様です。皆様
良いお年を！
小路会長、深谷幹事、上半期が終わりました。
今年もいよいよですね。今日は楽しみましょう。
誕生祝い有難うございます。
本年は有難うございました。
今年一年有難うございました。来年も宜しくお願
いします。
今年も一年有難うございました。
夜の例会は出席します！

12月第３例会　12月20日（金）

職業奉仕月間
日　時　2020年１月６日㈪　18:30～

場　所　水戸プラザホテル

出席者　役　　員　小路　實　　深谷　智　　岡村太郎
　　　　　鈴木憲一
理　　事　菊池秀機　　原口一吉　　石井浩一
　　　　　小川啓子　　小泉正史　　二川隆司
　　　　　髙橋伸之　　奈良早苗　　太田聖史
　　　　　米川幸喜　　谷島孝明　　宇留野秀一
メークアップ　山本　大

議事・決議事項
①１・２月プログラムについて 《承認》
②おひさま食堂について 《承認》
③台風被害寄付金について 《承認》
④下期分年会費のニコニコBOX金額変更（１万円）について 《承認》
⑤IM発表者・演題について 《承認》
⑥てんかん啓蒙キャンペーンについて 《承認》

保留事項　特になし

次回定例理事会
１．日時　2020年２月４日㈫ 
　　　理事会18:30～　懇親会19:30～
２．場所　水戸プラザホテル

〈メークアップとなりますので、多数ご参加下さい〉

2019-2020年度 第７回定例理事会 議事録



クラブ忘年会　司会の宇留野親睦活動委員長 鈴木（憲）直前会長による乾杯 カラオケ大会の賞品です 会場風景小路会長による開会のあいさつ

カラオケ
大 会
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