
ロータリーの時間
小路会長

米山功労者感謝状伝達
佐藤昌樹会員（第２回）

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

小沼副会長への目録贈呈

雑誌の時間　赤岩雑誌委員長 本日の食事卓話「福利厚生についての提案」　水戸市勤労
者福祉サービスセンター 次長　亀田義弘氏

水戸市勤労者福祉サービスセンターの皆さん

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

この計　　　20件　　　75,000円

金原和美会員……

高柳益美会員……
原口一吉会員……

石井邦明会員……
石川啓司会員……

米川幸喜会員……

長洲雅彦会員……

茨城県中央地区ミニバスケットボール連
盟副会長の小沼様、一般社団法人水戸市
勤労者福祉サービスセンター次長の亀田
様、五上様、柴田様ようこそいらっしゃ
いました。
今年も宜しくお願いします。
茨城県中央地区ミニバスケットボール連
盟副会長の小沼様、ようこそ！
本年も宜しくお願い致します。
午前中、近所の方のご葬儀があり、お坊さ
んは水戸南RC会員の瀬浪住職でした。
一般社団法人水戸市勤労者福祉サービス
センターの皆様、水戸南RCにようこそ
いらっしゃいました。本日は宜しくお願
い致します。
床屋に行ったら風邪を引きました。冬場
の床屋は注意が必要です。

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈それでこそロータリー〉
 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. 会　食
 6. 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）
 7. 幹事報告
 8. 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

 9. 点鐘・閉会

１月第４例会プログラム
2020年１月24日（金）

■財団BOX（１月17日（金）扱）
菊地秀機会員……財団の友献金(第３回)

$100　11,000円(累計$3,300)
久保田規子会員…財団の友献金(第１回)

$100　11,000円(累計$1,100)

この計　　　２件　　　$200　　　22,000円

■米山BOX（１月17日（金）扱）
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計90,000円)

この計　　　１件　　　10,000円
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2020年（令和２年）１月24日（金）一般社団法人水戸市勤労者福祉サービスセンター

　　　　　　……
茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟
　　　　　　……

小路　實会員……

中川勝義会員……
軍司由佳会員……

市毛純一会員……
松本隆史会員……

鈴木憲一会員……

島根昌明会員……

篠原　勉会員……
川﨑紀子会員……

菊地秀機会員……
太田聖史会員……

前　週訂正出席率73.49％
前々週訂正出席率64.20％91名 49名 42名 58.33％１月第３例会（１月17日）

出席状況
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■ニコニコBOX（１月17日（金）扱）

本日の卓話の機会を頂きありがとうございました。

水戸南RC杯ミニバスケットボール大会宜しくお
願い致します。
先日の新年家族例会ご出席頂きまして有難うござ
いました。本日お越しの茨城県中央地区ミニバス
ケットボール連盟副会長の小沼様宜しくお願いし
ます。一般社団法人水戸市勤労者福祉サービスセ
ンター次長の亀田様、本日の卓話宜しくお願いし
ます。
少し良い事がありました。
２月９日の水戸南RC杯ミニバスケットボール大
会宜しくお願い致します。
久しぶりの昼の例会ですね。
来月はSRGゴルフ大会です。皆様奮ってご参加
ください。
会長、幹事残り半年になりました。頑張ってくだ
さい。
一般社団法人水戸市勤労者福祉サービスセンター
次長の亀田様、本日の卓話宜しくお願い致します。
本年も宜しくお願いします。
遅くなりましたが本年もどうぞ宜しくお願い致し
ます。
今月は職業奉仕月間です。
目標達成に向けて「塵も積もれば山となる」です。

１月第３例会　１月17日㈮

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
五上義隆 氏
柴田輝子 氏

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

■ゲスト

職業奉仕月間

２月９日㈰ 第18回水戸南RC杯中央地区ミニバスケッ
トボール大会
クラブ会員集合時刻 ８:00
開会式 ９:00～　閉会式 13:30～予定
場所　水戸市見川総合体育館
※何時にお越しでもメイクアップ扱いになります。

２月９日㈰ 第３分区IM（インターシティ・ミーテ
ィング）が開催されます
受付 13:00　開会 13:30　閉会 16:45
懇親会 16:50～18:30
場　所　水戸プラザホテル
テーマ　「スポーツがもたらす地域貢献」　各クラブ発表
講　師　筑波大学名誉教授 水戸ホーリーホック顧問

つくば市スポーツ担当理事　萩原武久氏
◇水戸南RCの発表者　　　　川﨑篤之会員
演題「プロスポーツ×まちづくりの連携について」

ホストクラブ　水戸西ロータリークラブ
IM参加者（敬称略）
長谷川、小路、深谷、人見、石川、井澤、兼子、川﨑（篤）、
川澄、金原、久保田（啓）、松本、水口、奈良、小川、島根、
篠原、鈴木(憲）、宇留野、山本、米田、米川（幸）（22名）
登録料　2,000円

１月15日㈬ 第７回1－3奉仕研究会参加者（敬称略）
深谷、原口、長谷川、石井（浩）、小泉、久保田（啓）、
松本、長岡、岡村、録田、志村、谷島、山下、米川（幸）

（14名）

次回例会日程
１月31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Ⅱ」
クラブ管理運営、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

１

２

３

４

会員の皆様へ
先日、常陸太田RCの創立60周年記念式典に小路会長と
共に出席してまいりました。そこで、あの脳トレで有名
な東北大学川島教授のお話を聞いてまいりました。川島
教授の研究の結果の１つとして、１時間スマートフォン
を使い３時間勉強している子どもよりスマートフォンを
使わず勉強しない子どもの方が成績は良いそうです。特
に小学３年生以下の子ども程このデータが極端にはっき
りしているそうです。［YouTube］と［LINE］は30秒も
集中できない子どもを作り上げるそうです。

〃
〃



会食メニュー

会員組織委員会
委員長　志村　　保

１．上半期実績
 各委員会とも、各々の委員会の任務に従って活動して
おります。

２．下半期活動計画
　上半期同様、活動いたします。

職業分類委員会
委員長　米田　英雄

１．上半期実績
・上半期新会員が居りませんので、職業分類の選考事例
は発生しませんでした。
・２名の会員より、職業分類の変更依頼がありましたの
で、速やかに理事会へ提案しました。

２．下半期活動計画
・新会員の職業分類を正確に行う。
・職業分類表の精査を行う。

会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１．上半期実績
　上半期は残念ながら、新会員の入会が有りませんでし
た。下半期に期待しましょう。

２．下半期活動計画
　会員選考委員会は、推薦された新会員候補者が、水戸
南RCの会員として相応しいかどうか審査するのが任務
です。「理想のロータリアン像」や「魅力溢れるクラブ
創り」について、己のことばで発信することが肝要で
す。
　新会員に限らず若手会員と、オリエンテーションや
1－3奉仕研究会で、おおいにロータリーを語り合う所
存です。

会員増強委員会
委員長　奈良　早苗

１．上半期実績
　純増－２名。上半期会員数91名。
　残念ながら、努力及ばず増強０名でした。
　現在、石川啓司会員から、HIS様の推薦をいただいて
おります。

２．下半期活動計画
　純増目標２名。
・関連委員と連携し増員を図る。
・1－3奉仕研究会のメンバーに働きかけ、若い会員を
募る。
・配布済みのパンフレットと小冊子を活用していただ
き、各会員に会員増強を依頼する。

ロータリー情報委員会
委員長　綿引　甚介

１．上半期実績
　上半期においては、会員の入会がなく、特に行動する
ことがありませんでした。

２．下半期活動計画
　会員の退会防止に努めることと、会員増強に会員の方
からのご紹介を促していきたいと思っております。

出席委員会
委員長　太田　聖史

１．上半期実績
⑴毎回例会で出席率の発表を行いました。
⑵例会での出席率向上のための会員への声掛け、並びに
当日例会欠席者へのメークアップ及び次回例会出席依
頼のメール発信を行いました。

２．下半期活動計画
　上半期には達成できなかった出席率80％以上を達成
できるよう、上半期と同じ活動を継続します。

親睦活動委員会
委員長　宇留野秀一

１．上半期実績
　年初計画に沿って、できるだけ例会やクラブ公式行事
を楽しんでいただけるよう運営や他の委員会のサポート
を心掛けてまいりました。
・例会でのビジター・ゲストの受付、案内、紹介を実施
しました。

・誕生祝での誕生日プレゼントの贈呈と会員各自の誕生
日当日までにバースデーカードの送付を実施していま
す。

・納涼家族例会を実施し、総勢130名の参加をいただ
きました。

・ガバナー公式訪問（９／６）にて接待、クラブ事業紹
介などをサポートしました。

・野口英壽会員の喜寿祝（９／20）を実施しました。
・クラブ忘年会（12／20）を実施しました。

２．下半期活動計画
　引き続き、例会やクラブ公式行事において、会員が親
睦を図れるように工夫をしてまいります。
⑴引き続き、例会時のビジター・ゲストの受付、案内、
ご紹介

⑵新年家族例会の企画運営
⑶新会員歓迎会等の企画運営（1－3奉仕研究会や夜例
会での実施）

⑷引き続き、会員の誕生祝（祝い品、バースデーカー
ド）の実施

⑸夜例会での会員発表やゲスト参加を企画し、楽しいク
ラブ懇談会にする

⑹慶弔時の応対

会場運営委員会
委員長　岡村　太郎

１．上半期実績
①例会準備、会場設営、資料の配布、ビジター・ゲスト
のお出迎えなどを実施しました。

②例会食事メニューの充実と発注数の無駄を削減しまし
た。

③ミリオンダラーミールを実施しました。
④例会の定刻前着席や例会中の雑談を減らすことを目標
としてきました。

⑤ガバナー公式訪問、納涼家族例会、移動例会、合同例
会などの会場準備と運営進行を関係委員会と協力のも
と実施しました。

２．下半期活動計画
①新年家族例会、水戸さくらRCとの合同例会などの会
場準備と運営進行を関係委員会と協力のもと実施す
る。

②ミリオンダラーミールを引き続き実施予定
③例会の定刻前着席や例会中の雑談を減らし、品格のあ
る昼の例会を目指した会長方針に近づけるよう、皆様
のご理解とご協力をお願い致します。

④家庭集会を実施して、委員会メンバーのより緊密な連
携と関係を築き、充実して楽しいロータリーライフを
実現していきたいと思います。

プログラム委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
⑴委員会メンバー全員協力のもと、スムーズな例会の進
行を実施する事ができた。

⑵有意義な時間を過ごせる例会になる様に、卓話講師の
選考、調整に努めた。

２．下半期活動計画
⑴週報の次回例会予告をメンバーの皆様に分かり易く工
夫する。

⑵上半期に引き続き、各委員会と協力しながら、水戸南
RCの持つアットホームな雰囲気の例会運営を目指
す。

広報委員会
委員長　小泉　正史

１．上半期実績
⑴ＦＭぱるるんで放送（学童の帰宅時犯罪防止ＣＭ）
⑵会員増強委員会の依頼で水戸南RCのパンフレットを
作成しました。

⑶水戸南RCのFacebookを作成しました。
⑷例会、各事業、活動を取材し、Facebook等で投稿
しました。

２．下半期活動計画
⑴上半期同様、引き続きFacebook等を利用して、例
会風景、各事業、活動を取材し投稿、配信していく。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１．上半期実績
　例会毎の週報を作成しました。
　今年度の週報には、幹事報告の欄に深谷幹事からの
「会員の皆様へ」のコーナーがありますので、会長・幹
事の思いや連絡事項、会の動き等、今まで以上に会員の
皆様にお伝えできたであろうと考えております。深谷幹
事、ありがとうございました。
　イニシエーションスピーチにつきましては、スピーチ
の原稿をご提供頂き、週報に掲載することで、例会に欠
席された会員の方にもスピーチの内容をお届け致しまし
た。

２．下半期活動計画
　引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
　下半期は、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考
えておりますので、各委員長にご協力をお願いすること
になるかと思いますが、宜しくお願い申し上げます。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１．上半期実績
・クラブホームページを運営、更新した。
・らくらく連絡網で、例会の出欠アンケートを送った。
・クラブの活動や、連絡事項等にもらくらく連絡網を活
用してもらった。

２．下半期活動計画
・クラブの活動や行事等を、もっとホームページに載せ
る。

・引き続き、らくらく連絡網を活用する。
・らくらく連絡網の返信率を上げる。

雑誌委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
　第一例会にて「ロータリーの友」の記事を紹介でき
た。

２．下半期活動計画
　「ロータリーの友」が届くタイミングと第一例会まで
の時間が少なく、記事の紹介を第二例会に変更する。
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焼八寸　寒鰤照焼き　芹のお浸し　鶏塩焼き
玉子焼き　黒豆カステラ　昆布佃煮
レーズン松風　若桃甘露煮

揚　物　天婦羅　海老　蕗の薹　鱚
煮　物　金目鯛　菜の花　梅人参　南瓜　針生姜
食　事　俵押し　奈良漬　　お椀　赤出汁

会食メニュー

会員組織委員会
委員長　志村　　保

１．上半期実績
 各委員会とも、各々の委員会の任務に従って活動して
おります。

２．下半期活動計画
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職業分類委員会
委員長　米田　英雄

１．上半期実績
・上半期新会員が居りませんので、職業分類の選考事例
は発生しませんでした。
・２名の会員より、職業分類の変更依頼がありましたの
で、速やかに理事会へ提案しました。

２．下半期活動計画
・新会員の職業分類を正確に行う。
・職業分類表の精査を行う。

会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１．上半期実績
　上半期は残念ながら、新会員の入会が有りませんでし
た。下半期に期待しましょう。

２．下半期活動計画
　会員選考委員会は、推薦された新会員候補者が、水戸
南RCの会員として相応しいかどうか審査するのが任務
です。「理想のロータリアン像」や「魅力溢れるクラブ
創り」について、己のことばで発信することが肝要で
す。
　新会員に限らず若手会員と、オリエンテーションや
1－3奉仕研究会で、おおいにロータリーを語り合う所
存です。

会員増強委員会
委員長　奈良　早苗

１．上半期実績
　純増－２名。上半期会員数91名。
　残念ながら、努力及ばず増強０名でした。
　現在、石川啓司会員から、HIS様の推薦をいただいて
おります。

２．下半期活動計画
　純増目標２名。
・関連委員と連携し増員を図る。
・1－3奉仕研究会のメンバーに働きかけ、若い会員を
募る。
・配布済みのパンフレットと小冊子を活用していただ
き、各会員に会員増強を依頼する。

ロータリー情報委員会
委員長　綿引　甚介

１．上半期実績
　上半期においては、会員の入会がなく、特に行動する
ことがありませんでした。

２．下半期活動計画
　会員の退会防止に努めることと、会員増強に会員の方
からのご紹介を促していきたいと思っております。

出席委員会
委員長　太田　聖史

１．上半期実績
⑴毎回例会で出席率の発表を行いました。
⑵例会での出席率向上のための会員への声掛け、並びに
当日例会欠席者へのメークアップ及び次回例会出席依
頼のメール発信を行いました。

２．下半期活動計画
　上半期には達成できなかった出席率80％以上を達成
できるよう、上半期と同じ活動を継続します。

親睦活動委員会
委員長　宇留野秀一

１．上半期実績
　年初計画に沿って、できるだけ例会やクラブ公式行事
を楽しんでいただけるよう運営や他の委員会のサポート
を心掛けてまいりました。
・例会でのビジター・ゲストの受付、案内、紹介を実施
しました。

・誕生祝での誕生日プレゼントの贈呈と会員各自の誕生
日当日までにバースデーカードの送付を実施していま
す。

・納涼家族例会を実施し、総勢130名の参加をいただ
きました。

・ガバナー公式訪問（９／６）にて接待、クラブ事業紹
介などをサポートしました。

・野口英壽会員の喜寿祝（９／20）を実施しました。
・クラブ忘年会（12／20）を実施しました。

２．下半期活動計画
　引き続き、例会やクラブ公式行事において、会員が親
睦を図れるように工夫をしてまいります。
⑴引き続き、例会時のビジター・ゲストの受付、案内、
ご紹介

⑵新年家族例会の企画運営
⑶新会員歓迎会等の企画運営（1－3奉仕研究会や夜例
会での実施）

⑷引き続き、会員の誕生祝（祝い品、バースデーカー
ド）の実施

⑸夜例会での会員発表やゲスト参加を企画し、楽しいク
ラブ懇談会にする

⑹慶弔時の応対

会場運営委員会
委員長　岡村　太郎

１．上半期実績
①例会準備、会場設営、資料の配布、ビジター・ゲスト
のお出迎えなどを実施しました。

②例会食事メニューの充実と発注数の無駄を削減しまし
た。

③ミリオンダラーミールを実施しました。
④例会の定刻前着席や例会中の雑談を減らすことを目標
としてきました。

⑤ガバナー公式訪問、納涼家族例会、移動例会、合同例
会などの会場準備と運営進行を関係委員会と協力のも
と実施しました。

２．下半期活動計画
①新年家族例会、水戸さくらRCとの合同例会などの会
場準備と運営進行を関係委員会と協力のもと実施す
る。

②ミリオンダラーミールを引き続き実施予定
③例会の定刻前着席や例会中の雑談を減らし、品格のあ
る昼の例会を目指した会長方針に近づけるよう、皆様
のご理解とご協力をお願い致します。

④家庭集会を実施して、委員会メンバーのより緊密な連
携と関係を築き、充実して楽しいロータリーライフを
実現していきたいと思います。

プログラム委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
⑴委員会メンバー全員協力のもと、スムーズな例会の進
行を実施する事ができた。

⑵有意義な時間を過ごせる例会になる様に、卓話講師の
選考、調整に努めた。

２．下半期活動計画
⑴週報の次回例会予告をメンバーの皆様に分かり易く工
夫する。

⑵上半期に引き続き、各委員会と協力しながら、水戸南
RCの持つアットホームな雰囲気の例会運営を目指
す。

広報委員会
委員長　小泉　正史

１．上半期実績
⑴ＦＭぱるるんで放送（学童の帰宅時犯罪防止ＣＭ）
⑵会員増強委員会の依頼で水戸南RCのパンフレットを
作成しました。

⑶水戸南RCのFacebookを作成しました。
⑷例会、各事業、活動を取材し、Facebook等で投稿
しました。

２．下半期活動計画
⑴上半期同様、引き続きFacebook等を利用して、例
会風景、各事業、活動を取材し投稿、配信していく。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１．上半期実績
　例会毎の週報を作成しました。
　今年度の週報には、幹事報告の欄に深谷幹事からの
「会員の皆様へ」のコーナーがありますので、会長・幹
事の思いや連絡事項、会の動き等、今まで以上に会員の
皆様にお伝えできたであろうと考えております。深谷幹
事、ありがとうございました。
　イニシエーションスピーチにつきましては、スピーチ
の原稿をご提供頂き、週報に掲載することで、例会に欠
席された会員の方にもスピーチの内容をお届け致しまし
た。

２．下半期活動計画
　引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
　下半期は、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考
えておりますので、各委員長にご協力をお願いすること
になるかと思いますが、宜しくお願い申し上げます。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１．上半期実績
・クラブホームページを運営、更新した。
・らくらく連絡網で、例会の出欠アンケートを送った。
・クラブの活動や、連絡事項等にもらくらく連絡網を活
用してもらった。

２．下半期活動計画
・クラブの活動や行事等を、もっとホームページに載せ
る。

・引き続き、らくらく連絡網を活用する。
・らくらく連絡網の返信率を上げる。

雑誌委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
　第一例会にて「ロータリーの友」の記事を紹介でき
た。

２．下半期活動計画
　「ロータリーの友」が届くタイミングと第一例会まで
の時間が少なく、記事の紹介を第二例会に変更する。
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焼八寸　寒鰤照焼き　芹のお浸し　鶏塩焼き
玉子焼き　黒豆カステラ　昆布佃煮
レーズン松風　若桃甘露煮

揚　物　天婦羅　海老　蕗の薹　鱚
煮　物　金目鯛　菜の花　梅人参　南瓜　針生姜
食　事　俵押し　奈良漬　　お椀　赤出汁



会食メニュー

会員組織委員会
委員長　志村　　保

１．上半期実績
 各委員会とも、各々の委員会の任務に従って活動して
おります。

２．下半期活動計画
　上半期同様、活動いたします。

職業分類委員会
委員長　米田　英雄

１．上半期実績
・上半期新会員が居りませんので、職業分類の選考事例
は発生しませんでした。

・２名の会員より、職業分類の変更依頼がありましたの
で、速やかに理事会へ提案しました。

２．下半期活動計画
・新会員の職業分類を正確に行う。
・職業分類表の精査を行う。

会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１．上半期実績
　上半期は残念ながら、新会員の入会が有りませんでし
た。下半期に期待しましょう。

２．下半期活動計画
　会員選考委員会は、推薦された新会員候補者が、水戸
南RCの会員として相応しいかどうか審査するのが任務
です。「理想のロータリアン像」や「魅力溢れるクラブ
創り」について、己のことばで発信することが肝要で
す。
　新会員に限らず若手会員と、オリエンテーションや
1－3奉仕研究会で、おおいにロータリーを語り合う所
存です。

会員増強委員会
委員長　奈良　早苗

１．上半期実績
　純増－２名。上半期会員数91名。
　残念ながら、努力及ばず増強０名でした。
　現在、石川啓司会員から、HIS様の推薦をいただいて
おります。

２．下半期活動計画
　純増目標２名。
・関連委員と連携し増員を図る。
・1－3奉仕研究会のメンバーに働きかけ、若い会員を
募る。

・配布済みのパンフレットと小冊子を活用していただ
き、各会員に会員増強を依頼する。

ロータリー情報委員会
委員長　綿引　甚介

１．上半期実績
　上半期においては、会員の入会がなく、特に行動する
ことがありませんでした。

２．下半期活動計画
　会員の退会防止に努めることと、会員増強に会員の方
からのご紹介を促していきたいと思っております。

出席委員会
委員長　太田　聖史

１．上半期実績
⑴毎回例会で出席率の発表を行いました。
⑵例会での出席率向上のための会員への声掛け、並びに
当日例会欠席者へのメークアップ及び次回例会出席依
頼のメール発信を行いました。

２．下半期活動計画
　上半期には達成できなかった出席率80％以上を達成
できるよう、上半期と同じ活動を継続します。

親睦活動委員会
委員長　宇留野秀一

１．上半期実績
　年初計画に沿って、できるだけ例会やクラブ公式行事
を楽しんでいただけるよう運営や他の委員会のサポート
を心掛けてまいりました。
・例会でのビジター・ゲストの受付、案内、紹介を実施
しました。

・誕生祝での誕生日プレゼントの贈呈と会員各自の誕生
日当日までにバースデーカードの送付を実施していま
す。

・納涼家族例会を実施し、総勢130名の参加をいただ
きました。

・ガバナー公式訪問（９／６）にて接待、クラブ事業紹
介などをサポートしました。

・野口英壽会員の喜寿祝（９／20）を実施しました。
・クラブ忘年会（12／20）を実施しました。

２．下半期活動計画
　引き続き、例会やクラブ公式行事において、会員が親
睦を図れるように工夫をしてまいります。
⑴引き続き、例会時のビジター・ゲストの受付、案内、
ご紹介

⑵新年家族例会の企画運営
⑶新会員歓迎会等の企画運営（1－3奉仕研究会や夜例
会での実施）

⑷引き続き、会員の誕生祝（祝い品、バースデーカー
ド）の実施

⑸夜例会での会員発表やゲスト参加を企画し、楽しいク
ラブ懇談会にする

⑹慶弔時の応対

会場運営委員会
委員長　岡村　太郎

１．上半期実績
①例会準備、会場設営、資料の配布、ビジター・ゲスト
のお出迎えなどを実施しました。
②例会食事メニューの充実と発注数の無駄を削減しまし
た。
③ミリオンダラーミールを実施しました。
④例会の定刻前着席や例会中の雑談を減らすことを目標
としてきました。
⑤ガバナー公式訪問、納涼家族例会、移動例会、合同例
会などの会場準備と運営進行を関係委員会と協力のも
と実施しました。

２．下半期活動計画
①新年家族例会、水戸さくらRCとの合同例会などの会
場準備と運営進行を関係委員会と協力のもと実施す
る。
②ミリオンダラーミールを引き続き実施予定
③例会の定刻前着席や例会中の雑談を減らし、品格のあ
る昼の例会を目指した会長方針に近づけるよう、皆様
のご理解とご協力をお願い致します。
④家庭集会を実施して、委員会メンバーのより緊密な連
携と関係を築き、充実して楽しいロータリーライフを
実現していきたいと思います。

プログラム委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
⑴委員会メンバー全員協力のもと、スムーズな例会の進
行を実施する事ができた。
⑵有意義な時間を過ごせる例会になる様に、卓話講師の
選考、調整に努めた。

２．下半期活動計画
⑴週報の次回例会予告をメンバーの皆様に分かり易く工
夫する。
⑵上半期に引き続き、各委員会と協力しながら、水戸南
RCの持つアットホームな雰囲気の例会運営を目指
す。

広報委員会
委員長　小泉　正史

１．上半期実績
⑴ＦＭぱるるんで放送（学童の帰宅時犯罪防止ＣＭ）
⑵会員増強委員会の依頼で水戸南RCのパンフレットを
作成しました。
⑶水戸南RCのFacebookを作成しました。
⑷例会、各事業、活動を取材し、Facebook等で投稿
しました。

２．下半期活動計画
⑴上半期同様、引き続きFacebook等を利用して、例
会風景、各事業、活動を取材し投稿、配信していく。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１．上半期実績
　例会毎の週報を作成しました。
　今年度の週報には、幹事報告の欄に深谷幹事からの
「会員の皆様へ」のコーナーがありますので、会長・幹
事の思いや連絡事項、会の動き等、今まで以上に会員の
皆様にお伝えできたであろうと考えております。深谷幹
事、ありがとうございました。
　イニシエーションスピーチにつきましては、スピーチ
の原稿をご提供頂き、週報に掲載することで、例会に欠
席された会員の方にもスピーチの内容をお届け致しまし
た。

２．下半期活動計画
　引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
　下半期は、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考
えておりますので、各委員長にご協力をお願いすること
になるかと思いますが、宜しくお願い申し上げます。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１．上半期実績
・クラブホームページを運営、更新した。
・らくらく連絡網で、例会の出欠アンケートを送った。
・クラブの活動や、連絡事項等にもらくらく連絡網を活
用してもらった。

２．下半期活動計画
・クラブの活動や行事等を、もっとホームページに載せ
る。

・引き続き、らくらく連絡網を活用する。
・らくらく連絡網の返信率を上げる。

雑誌委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
　第一例会にて「ロータリーの友」の記事を紹介でき
た。

２．下半期活動計画
　「ロータリーの友」が届くタイミングと第一例会まで
の時間が少なく、記事の紹介を第二例会に変更する。
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会食メニュー

会員組織委員会
委員長　志村　　保

１．上半期実績
 各委員会とも、各々の委員会の任務に従って活動して
おります。

２．下半期活動計画
　上半期同様、活動いたします。

職業分類委員会
委員長　米田　英雄

１．上半期実績
・上半期新会員が居りませんので、職業分類の選考事例
は発生しませんでした。

・２名の会員より、職業分類の変更依頼がありましたの
で、速やかに理事会へ提案しました。

２．下半期活動計画
・新会員の職業分類を正確に行う。
・職業分類表の精査を行う。

会員選考委員会
委員長　井澤　卓司

１．上半期実績
　上半期は残念ながら、新会員の入会が有りませんでし
た。下半期に期待しましょう。

２．下半期活動計画
　会員選考委員会は、推薦された新会員候補者が、水戸
南RCの会員として相応しいかどうか審査するのが任務
です。「理想のロータリアン像」や「魅力溢れるクラブ
創り」について、己のことばで発信することが肝要で
す。
　新会員に限らず若手会員と、オリエンテーションや
1－3奉仕研究会で、おおいにロータリーを語り合う所
存です。

会員増強委員会
委員長　奈良　早苗

１．上半期実績
　純増－２名。上半期会員数91名。
　残念ながら、努力及ばず増強０名でした。
　現在、石川啓司会員から、HIS様の推薦をいただいて
おります。

２．下半期活動計画
　純増目標２名。
・関連委員と連携し増員を図る。
・1－3奉仕研究会のメンバーに働きかけ、若い会員を
募る。

・配布済みのパンフレットと小冊子を活用していただ
き、各会員に会員増強を依頼する。

ロータリー情報委員会
委員長　綿引　甚介

１．上半期実績
　上半期においては、会員の入会がなく、特に行動する
ことがありませんでした。

２．下半期活動計画
　会員の退会防止に努めることと、会員増強に会員の方
からのご紹介を促していきたいと思っております。

出席委員会
委員長　太田　聖史

１．上半期実績
⑴毎回例会で出席率の発表を行いました。
⑵例会での出席率向上のための会員への声掛け、並びに
当日例会欠席者へのメークアップ及び次回例会出席依
頼のメール発信を行いました。

２．下半期活動計画
　上半期には達成できなかった出席率80％以上を達成
できるよう、上半期と同じ活動を継続します。

親睦活動委員会
委員長　宇留野秀一

１．上半期実績
　年初計画に沿って、できるだけ例会やクラブ公式行事
を楽しんでいただけるよう運営や他の委員会のサポート
を心掛けてまいりました。
・例会でのビジター・ゲストの受付、案内、紹介を実施
しました。

・誕生祝での誕生日プレゼントの贈呈と会員各自の誕生
日当日までにバースデーカードの送付を実施していま
す。

・納涼家族例会を実施し、総勢130名の参加をいただ
きました。

・ガバナー公式訪問（９／６）にて接待、クラブ事業紹
介などをサポートしました。

・野口英壽会員の喜寿祝（９／20）を実施しました。
・クラブ忘年会（12／20）を実施しました。

２．下半期活動計画
　引き続き、例会やクラブ公式行事において、会員が親
睦を図れるように工夫をしてまいります。
⑴引き続き、例会時のビジター・ゲストの受付、案内、
ご紹介

⑵新年家族例会の企画運営
⑶新会員歓迎会等の企画運営（1－3奉仕研究会や夜例
会での実施）

⑷引き続き、会員の誕生祝（祝い品、バースデーカー
ド）の実施

⑸夜例会での会員発表やゲスト参加を企画し、楽しいク
ラブ懇談会にする

⑹慶弔時の応対

会場運営委員会
委員長　岡村　太郎

１．上半期実績
①例会準備、会場設営、資料の配布、ビジター・ゲスト
のお出迎えなどを実施しました。
②例会食事メニューの充実と発注数の無駄を削減しまし
た。
③ミリオンダラーミールを実施しました。
④例会の定刻前着席や例会中の雑談を減らすことを目標
としてきました。
⑤ガバナー公式訪問、納涼家族例会、移動例会、合同例
会などの会場準備と運営進行を関係委員会と協力のも
と実施しました。

２．下半期活動計画
①新年家族例会、水戸さくらRCとの合同例会などの会
場準備と運営進行を関係委員会と協力のもと実施す
る。
②ミリオンダラーミールを引き続き実施予定
③例会の定刻前着席や例会中の雑談を減らし、品格のあ
る昼の例会を目指した会長方針に近づけるよう、皆様
のご理解とご協力をお願い致します。
④家庭集会を実施して、委員会メンバーのより緊密な連
携と関係を築き、充実して楽しいロータリーライフを
実現していきたいと思います。

プログラム委員会
委員長　米川　幸喜

１．上半期実績
⑴委員会メンバー全員協力のもと、スムーズな例会の進
行を実施する事ができた。
⑵有意義な時間を過ごせる例会になる様に、卓話講師の
選考、調整に努めた。

２．下半期活動計画
⑴週報の次回例会予告をメンバーの皆様に分かり易く工
夫する。
⑵上半期に引き続き、各委員会と協力しながら、水戸南
RCの持つアットホームな雰囲気の例会運営を目指
す。

広報委員会
委員長　小泉　正史

１．上半期実績
⑴ＦＭぱるるんで放送（学童の帰宅時犯罪防止ＣＭ）
⑵会員増強委員会の依頼で水戸南RCのパンフレットを
作成しました。
⑶水戸南RCのFacebookを作成しました。
⑷例会、各事業、活動を取材し、Facebook等で投稿
しました。

２．下半期活動計画
⑴上半期同様、引き続きFacebook等を利用して、例
会風景、各事業、活動を取材し投稿、配信していく。

会報委員会
委員長　長洲　雅彦

１．上半期実績
　例会毎の週報を作成しました。
　今年度の週報には、幹事報告の欄に深谷幹事からの
「会員の皆様へ」のコーナーがありますので、会長・幹
事の思いや連絡事項、会の動き等、今まで以上に会員の
皆様にお伝えできたであろうと考えております。深谷幹
事、ありがとうございました。
　イニシエーションスピーチにつきましては、スピーチ
の原稿をご提供頂き、週報に掲載することで、例会に欠
席された会員の方にもスピーチの内容をお届け致しまし
た。

２．下半期活動計画
　引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
　下半期は、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考
えておりますので、各委員長にご協力をお願いすること
になるかと思いますが、宜しくお願い申し上げます。

IT資料委員会
委員長　根本　直哉

１．上半期実績
・クラブホームページを運営、更新した。
・らくらく連絡網で、例会の出欠アンケートを送った。
・クラブの活動や、連絡事項等にもらくらく連絡網を活
用してもらった。

２．下半期活動計画
・クラブの活動や行事等を、もっとホームページに載せ
る。

・引き続き、らくらく連絡網を活用する。
・らくらく連絡網の返信率を上げる。

雑誌委員会
委員長　赤岩　賢二

１．上半期実績
　第一例会にて「ロータリーの友」の記事を紹介でき
た。

２．下半期活動計画
　「ロータリーの友」が届くタイミングと第一例会まで
の時間が少なく、記事の紹介を第二例会に変更する。
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焼八寸　寒鰤照焼き　芹のお浸し　鶏塩焼き
玉子焼き　黒豆カステラ　昆布佃煮
レーズン松風　若桃甘露煮

揚　物　天婦羅　海老　蕗の薹　鱚
煮　物　金目鯛　菜の花　梅人参　南瓜　針生姜
食　事　俵押し　奈良漬　　お椀　赤出汁



ロータリーの時間
小路会長

米山功労者感謝状伝達
佐藤昌樹会員（第２回）

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

小沼副会長への目録贈呈

雑誌の時間　赤岩雑誌委員長 本日の食事卓話「福利厚生についての提案」　水戸市勤労
者福祉サービスセンター 次長　亀田義弘氏

水戸市勤労者福祉サービスセンターの皆さん

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

この計　　　20件　　　75,000円

金原和美会員……

高柳益美会員……
原口一吉会員……

石井邦明会員……
石川啓司会員……

米川幸喜会員……

長洲雅彦会員……

茨城県中央地区ミニバスケットボール連
盟副会長の小沼様、一般社団法人水戸市
勤労者福祉サービスセンター次長の亀田
様、五上様、柴田様ようこそいらっしゃ
いました。
今年も宜しくお願いします。
茨城県中央地区ミニバスケットボール連
盟副会長の小沼様、ようこそ！
本年も宜しくお願い致します。
午前中、近所の方のご葬儀があり、お坊さ
んは水戸南RC会員の瀬浪住職でした。
一般社団法人水戸市勤労者福祉サービス
センターの皆様、水戸南RCにようこそ
いらっしゃいました。本日は宜しくお願
い致します。
床屋に行ったら風邪を引きました。冬場
の床屋は注意が必要です。

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈それでこそロータリー〉
 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. 会　食
 6. 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）
 7. 幹事報告
 8. 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

 9. 点鐘・閉会

１月第４例会プログラム
2020年１月24日（金）

■財団BOX（１月17日（金）扱）
菊地秀機会員……財団の友献金(第３回)

$100　11,000円(累計$3,300)
久保田規子会員…財団の友献金(第１回)

$100　11,000円(累計$1,100)

この計　　　２件　　　$200　　　22,000円

■米山BOX（１月17日（金）扱）
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計90,000円)

この計　　　１件　　　10,000円
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2020年（令和２年）１月24日（金）一般社団法人水戸市勤労者福祉サービスセンター

　　　　　　……
茨城県中央地区ミニバスケットボール連盟
　　　　　　……

小路　實会員……

中川勝義会員……
軍司由佳会員……

市毛純一会員……
松本隆史会員……

鈴木憲一会員……

島根昌明会員……

篠原　勉会員……
川﨑紀子会員……

菊地秀機会員……
太田聖史会員……

前　週訂正出席率73.49％
前々週訂正出席率64.20％91名 49名 42名 58.33％１月第３例会（１月17日）

出席状況

4－Vol.47  No25（第2223）

■ニコニコBOX（１月17日（金）扱）

本日の卓話の機会を頂きありがとうございました。

水戸南RC杯ミニバスケットボール大会宜しくお
願い致します。
先日の新年家族例会ご出席頂きまして有難うござ
いました。本日お越しの茨城県中央地区ミニバス
ケットボール連盟副会長の小沼様宜しくお願いし
ます。一般社団法人水戸市勤労者福祉サービスセ
ンター次長の亀田様、本日の卓話宜しくお願いし
ます。
少し良い事がありました。
２月９日の水戸南RC杯ミニバスケットボール大
会宜しくお願い致します。
久しぶりの昼の例会ですね。
来月はSRGゴルフ大会です。皆様奮ってご参加
ください。
会長、幹事残り半年になりました。頑張ってくだ
さい。
一般社団法人水戸市勤労者福祉サービスセンター
次長の亀田様、本日の卓話宜しくお願い致します。
本年も宜しくお願いします。
遅くなりましたが本年もどうぞ宜しくお願い致し
ます。
今月は職業奉仕月間です。
目標達成に向けて「塵も積もれば山となる」です。

１月第３例会　１月17日㈮

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
五上義隆 氏
柴田輝子 氏

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

■ゲスト

職業奉仕月間

２月９日㈰ 第18回水戸南RC杯中央地区ミニバスケッ
トボール大会
クラブ会員集合時刻 ８:00
開会式 ９:00～　閉会式 13:30～予定
場所　水戸市見川総合体育館
※何時にお越しでもメイクアップ扱いになります。

２月９日㈰ 第３分区IM（インターシティ・ミーテ
ィング）が開催されます
受付 13:00　開会 13:30　閉会 16:45
懇親会 16:50～18:30
場　所　水戸プラザホテル
テーマ　「スポーツがもたらす地域貢献」　各クラブ発表
講　師　筑波大学名誉教授 水戸ホーリーホック顧問

つくば市スポーツ担当理事　萩原武久氏
◇水戸南RCの発表者　　　　川﨑篤之会員
演題「プロスポーツ×まちづくりの連携について」

ホストクラブ　水戸西ロータリークラブ
IM参加者（敬称略）
長谷川、小路、深谷、人見、石川、井澤、兼子、川﨑（篤）、
川澄、金原、久保田（啓）、松本、水口、奈良、小川、島根、
篠原、鈴木(憲）、宇留野、山本、米田、米川（幸）（22名）
登録料　2,000円

１月15日㈬ 第７回1－3奉仕研究会参加者（敬称略）
深谷、原口、長谷川、石井（浩）、小泉、久保田（啓）、
松本、長岡、岡村、録田、志村、谷島、山下、米川（幸）

（14名）

次回例会日程
１月31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Ⅱ」
クラブ管理運営、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

１

２

３

４

会員の皆様へ
先日、常陸太田RCの創立60周年記念式典に小路会長と
共に出席してまいりました。そこで、あの脳トレで有名
な東北大学川島教授のお話を聞いてまいりました。川島
教授の研究の結果の１つとして、１時間スマートフォン
を使い３時間勉強している子どもよりスマートフォンを
使わず勉強しない子どもの方が成績は良いそうです。特
に小学３年生以下の子ども程このデータが極端にはっき
りしているそうです。［YouTube］と［LINE］は30秒も
集中できない子どもを作り上げるそうです。

〃
〃


