
１月の誕生祝

小路会長挨拶 例会場へのご案内米山奨学生 バスネット・アシシュさん

会場風景「１月の誕生祝」石井浩一会員の挨拶

幹幹 事事 報報 告告

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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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

１

２

３

４

会員の皆様へ
先週は新年家族例会が行われました。多くのご家族
様も参加いただき盛大に開催されたことを御礼申し
上げます。また、残る半年間を水戸南RCの幹事と
して運営に精進して参ります。よろしくお願いいた
します。

３月８日㈰ 地区チーム研修セミナー
つくば 山水亭
出席者　次年度地区役員・地区総括委員長・
　　　　地区委員の方々

３月28日㈯～29日㈰ 会長エレクト研修セミナー
オークラフロンティアホテルつくば
出席者　志村　保会長エレクト、次年度地区役員・
　　　　地区総括委員長
　
５月10日㈰ 地区研修・協議会
つくば国際会議場
出席者　次年度会長・幹事・会長エレクト・
　　　　副会長及び理事

次回例会日程
１月24日㈮　12:30～　水戸プラザホテル
クラブ協議会
「上半期事業実績報告・下半期事業活動計画Ⅰ」
会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、出席、親睦活動、会場運営、
プログラム、広報、会報、IT資料、雑誌

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈奉仕の理想〉
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 小路　實会長
 5. 米山功労者感謝状伝達 佐藤昌樹会員（第２回）
 6. 「水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の取り組みについて」

 茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟
 副会長　小沼義明氏
 青少年奉仕委員会

 7. 雑誌の時間 雑誌委員会
 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. 卓話「職業奉仕月間に因んで～福利厚生についての提案」

 一般社団法人 水戸市勤労者福祉サービスセンター
  次長　亀田義弘氏

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

１月第３例会プログラム
2020年１月17日（金）

■財団BOX（１月10日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金(第２回)

$100　11,000円(累計$16,200)
北原　実会員……財団の友献金(第５・６回)

$200　22,000円(累計 $3,600)

この計　　　２件　　　$300　　　33,000円

■米山BOX（１月10日（金）扱）
志村　保会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計370,000円)
北原　実会員……米山功労者献金（第７・８回）

20,000円(累計280,000円)

この計　　　２件　　　30,000円
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2020年（令和２年）１月17日（金）

長谷川國雄会員…

小路　實会員……

深谷　智会員……

松本隆史会員……

井澤卓司会員……

笹館康男会員……

水越光男会員……
及川　譲会員……
太田聖史会員……
赤岩賢二会員……
軍司由佳会員……

録田幸裕会員……

久保田啓藏会員・市毛純一会員
　　　　　　……

根本 次会員……

郡司恵一郎会員…

粂田信行会員……

■会員メークアップ
12/14　地区国際奉仕委員会　　石川啓司
12/26　北海道2500REC　　　野口英壽
12/27　北海道2500REC　　　人見光一

前　週訂正出席率64.20％
前々週訂正出席率72.09％
ご家族…88名（内水戸RA １名）91名 59名 32名 70.24％１月第２例会（１月10日）

出席状況

4－Vol.47  No24（第2222）

■ニコニコBOX（１月10日（金）扱）
明けましておめでとうございます。本年も宜しく
お願い致します。
新年明けましておめでとうございます。本日お越
しの皆様有難うございます。本日は家族と孫と来
ました。宜しくお願いします。
本年も宜しくお願いします。皆様、元気で一年を
過ごしてください。
明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願いします。
小路会長、深谷幹事今年も宜しくお願い致しま
す。
おめでとうございます。皆様のご健勝を祈りま
す。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年も皆様に
幸多き年になりますように。宜しくお願いしま
す。
新年明けましておめでとうございます。本年も宜
しくお願い致します。

新年明けましておめでとうございます。今年も宜
しくお願いします。
明けましておめでとうございます。小路会長、深
谷幹事、下半期頑張って下さい。
母が大正13年８月21日生まれ95歳で元気に新
年家族例会に出席できました。
明けましておめでとうございます。ご家族の皆
様、楽しんでいって下さい。

１月第２例会　１月10日㈮　新年家族例会

職業奉仕月間

米山奨学生　バスネット・アシシュさん米山奨学生　バスネット・アシシュさん■ゲスト

この計　　　25件　　　103,000円

北原　実会員……
米川幸喜会員……

国本美加会員……

原口一吉会員・美花夫人……
石川啓司会員……

奈良早苗会員……
谷島孝明会員……

明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。親睦活動委
員会の皆様、今日はお世話になります。
今年も宜しくお願い申し上げます。今日
はミニボウリングを張り切ってお手伝い
いたします。
　　　　　皆様宜しくお願い致します。
中国の広州で一週間程、視察で悪い風邪
を引いてきました。
素晴らしい一年でありますように。
今年も宜しくお願いします。

※次年度地区役員・地区総括委員長・関係地区委
員長・委員、次年度の関係会員の方々はご予定
をお願い致します。

■2019年７月～12月の出席100％会員は下記の方々です。

◎メークアップ期間は、年度内（2020年６月30日迄）ですので、それまでにお願い致し
　ます。メークアップ数については、太田出席委員長又は、事務局までお尋ね下さい。

赤岩賢二　　深谷　智　　二川隆司　　原口一吉　　長谷川國雄
人見光一　　石井浩一　　石川啓司　　井澤卓司　　川﨑英輝
菊池秀機　　金原和美　　小泉正史　　小路　實　　久保田啓藏
松本隆史　　長岡秀典　　長洲雅彦　　奈良早苗　　根本 次
野口英壽　　大金　誠　　小川啓子　　岡村太郎　　太田聖史
録田幸裕　　笹館康男　　志村　保　　篠原　勉　　鈴木憲一
高柳益美　　上野義哉　　宇留野秀一　　谷島孝明　　山下真悟
米田英雄　　米川幸喜　　　　　　　　　　　　　（計37名）



家族例会小路会長挨拶 鏡開き 井澤会員の乾杯挨拶

おひさま食堂ボランティアの皆さん ボウリング

射的 賞品頂きました大抽選会
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