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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

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

日　時　2020年１月24日㈮　12:00
場　所　水戸プラザホテル　例会場
出席者　役　　員　小路　實　　深谷　智　　細谷達朗

　　　　　岡村太郎　　鈴木憲一
理　　事　菊池秀機　　及川　譲　　原口一吉
　　　　　小泉正史　　二川隆司　　奈良早苗
　　　　　太田聖史　　宇留野秀一　　米川幸喜
メークアップ　櫻井盛二

議事・決議事項
①米森　厚会員、藏持圭一会員の退会について
 《１月24日付で両名の退会を承認いたしました》

2019-2020年度 第３回臨時理事会 議事録

１

２

３

４

会員の皆様へ
先週は東北大学の川島教授が「スマートフォンは学
習障害の元である」と言っておられた話をしまし
た。今週は朝食を摂る事の大切さを塾屋としてお伝
えいたします。来年の受験には役立つ話です。

１月25日㈯ おひさま食堂参加者（敬称略）
二川隆司、原口一吉、廣澤一浩、石井浩一、
兼子充裕、金原和美、小泉正史、小路　實、
久保田規子、長洲雅彦、奈良早苗、根本祐次、
岡村太郎、櫻井盛二、笹館康男、篠原　勉、
鈴木由紀子、上野義哉、宇留野秀一、谷島孝明（20名）

２月４日㈫ 第８回定例理事会
18:30～　水戸プラザホテル2F
※今回は、火曜日の開催です。ご注意ください。　
　
２月７日㈮ 水戸市へ台風19号義援金の寄付
水戸市役所　10:00～
出席　小路　實会長、深谷　智幹事、
　　　小泉正史広報委員長

次回例会日程
２月７日㈮　12:30～　水戸プラザホテル　　

 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 篠原　勉会員
 5. 「ロータリー財団地区

補助金サポートセミナーの報告」
 二川隆司ロータリー財団委員長

 6. 「地区国際奉仕セミナーの報告」
 石川啓司地区国際交流奨学金担当委員

 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 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」
ロータリー情報、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

11. 点鐘・閉会

１月第５例会プログラム
2020年１月31日（金）

この計　　　12件　　　55,000円

■財団BOX（１月24日（金）扱）
粂田信行会員……財団の友献金(第２回)

$100　11,000円(累計$5,200)
島根昌明会員……財団の友献金(第５回)

$100　11,000円(累計$3,500)

この計　　　２件　　　$200　　　22,000円

■米山BOX（１月24日（金）扱）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計930,000円)
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計560,000円)
松本隆史会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計520,000円)

この計　　　３件　　　30,000円
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二川隆司会員……
塩沢富夫会員……
人見光一会員……
市毛純一会員……
松本隆史会員……

太田聖史会員……
宇留野秀一会員…

久保田規子会員…
原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…
石川啓司会員……

奈良早苗会員……

■会員メークアップ
１/18　常陸太田RC　　小路　實　　深谷　智
１/18　ロータリー財団補助金サポートセミナー
　　　　　宇留野秀一　　及川　譲　　二川隆司
１/19　RLI・DL養成講座
　　　　　宇留野秀一　　山本　大　　人見光一

前　週訂正出席率70.24％
前々週訂正出席率73.49％91名 50名 41名 59.52％１月第４例会（１月24日）

出席状況
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■ニコニコBOX（１月24日（金）扱）
暖かい冬ですね。
本年も宜しくお願い致します。
風邪に気をつけましょう。
今日は良い天気ですね。
寒暖の差が激しいですね。皆様お身体に気をつけ
て下さい。
目標額は、まだまだのようです。
遅ればせながら新年家族例会のご協力有難うござ
いました。
遅くなりましたが本年も宜しくお願い致します。
今日も一日与えられて感謝です。
暖かくなりましたね！
本日は夕刻より業界団体研修委員会の新年会です
が、中国で引いた風邪が治ったばかりなので、程
々に致します。
早苗さん大忙し、仕事着で失礼致します。

１月第４例会　１月24日㈮

職業奉仕月間

ビーフカレー
季節のサラダ　コーヒー

上半期事業実績報告・下半期事業活動計画Ⅰ



１月25日㈯ 　於：水戸八幡宮
野球部の新年安全必勝祈願を行いました

クラブ管理運営委員会
委員長　篠原　　勉

１．上半期実績
　第１回委員会
　令和元年11月26日　18時30分～21時
　水戸市泉町「鳥かづ」
　会計、青少年奉仕委員会との合同委員会　例会運営に
ついて他

２．下半期活動計画
　第２回委員会開催予定

奉仕プロジェクト委員会
委員長　鈴木　憲一

１．上半期実績
　国際奉仕委員会、姉妹・友好クラブ交流委員会が中心
になり、友好クラブのタイ・シーロムRCの会長就任式
ならび前年度事業の医療機器贈呈式に行きました。
　職業奉仕委員会は、職場訪問が終わり各奉仕委員会は
事業を進めています。

２．下半期活動計画
　各位委員が事業を実行出来るよう、助言手助けをして
いきます。

職業奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１．上半期実績
　10月11日の第２例会に川﨑篤之会員の職場「Ｍ－ス
ポ」を会場として、盲導犬体験を実施いたしました。
【職場訪問と盲導犬体験の抱き合わせ】
　いばらき盲導犬協会の斉藤氏・山崎氏と２頭の盲導犬
をお招きして、大勢の会員が盲導犬体験をすることが出
来ました。

２．下半期活動計画
　２月に飯富小学校での「出前授業」を予定しておりま
す。
　及川譲社会奉仕委員長と連携しての複合的な奉仕にな
る予定です（詳細は近々にご報告致します）。

社会奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
⑴おひさま食堂事業には、会員の皆様に参加して頂きあ
りがとうございます。委員長としてあまり参加が出来
ず、後半は参加し子供さんの笑顔を沢山見たいと思い
ます。

⑵出前授業は今年度、飯富小学校で奉仕作業を含め計画
をしてきましたが、10月の台風19号により飯富地区
で洪水の影響があり、10月開催予定が延期となりま
した。その後も職業奉仕と連携をとり、学校の授業が
大変な中、２月に行える事になりました。洪水と言う
災害に対し、当初予定していた奉仕作業経費を義援金
とし、出前授業開催日にお渡しをする予定です。

⑶地区補助金事業は４月を目途とし、行う予定です。

２．下半期活動計画
⑴おひさま食堂事業も後半、更に会員の参加を呼びか
け、もっと盛り上げて、多くの子供さんに参加して頂
き、奉仕を進めたいと思います。

⑵飯富小学校での出前授業も２月に決まり、卒業を控え
る児童の何らかの希望となる事を考え、進めたいと思
います。

⑶地区補助金事業を確定させ、４月には行う事を進めま
す。

青少年奉仕委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
・２月開催の水戸南ロータリークラブ杯開催について、
中央地区ミニバスケットボール連盟小沼義明氏と協議
する。

２．下半期活動計画
・２月９日、第18回水戸南RC杯中央地区ミニバス
ケットボール大会を水戸市見川総合運動公園体育館で
行う。

国際奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１．上半期実績
・友好クラブであるシーロムRCと協力して、水戸市よ
り頂いた消防車等をタイ国内で必要としている地域へ
送る調整を現在行っております。

・RI第2820地区が独自で行っている「この指とまれ」
の他クラブの事業への賛助。

２．下半期活動計画
・高松西RCと協働出来る国際奉仕活動を検討企画す
る。

・日本で使わなくなった「車いす」をタイ国内で必要と
している方達への運搬ボランティア事業（次回から
は、直接エンドユーザーへ届けられる様に調整した
い）。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　川﨑　英輝

１．上半期実績
・７月　シーロムRC会長就任式及び、医療用ベッド贈
呈式に14名で出席

・９月　仙台で行われた、第15回日韓親善会議に11名
で出席

　
２．下半期活動計画
・水戸南RCとして、今後のシーロムRCとの関係を熟
考し、現在要望のある消防自動車２台について協議す
る。

ロータリー財団委員会
委員長　二川　隆司

１．上半期実績
・恒久基金 1,000ドル １名以上、目標達成しました。
・年次寄付 67％、ポリオプラス 60％、目標に対して
の１月10日現在の達成率です。

２．下半期活動計画
・年次寄付、ポリオプラスの必要性を訴えていき、目標
を達成していきたいと思います。

米山記念奨学委員会
委員長　髙橋　伸之

１．上半期実績
　寄付目標 2,325,000円の内、現在 1,122,500円
（48％）。水戸南RCの米山奨学生バスネット・アシ
シュさん（ネパール・筑波大）は、３月で修了となりま
す。米山奨学金は、会員皆様のご寄付により運営されて
いますので、さらなるご協力をお願い申し上げます。

２．下半期活動計画
　事業の使命：日本と世界を結ぶ「架け橋」となって国
際社会で活躍するロータリー活動の良き理解者であり、
日本で勉強し文化を学び、平和と国際理解を図る人材育
成に寄与する（世界平和）。この使命をもう一度、水戸
南RC会員に理解頂き、全会員が支援者となる活動。

ニコニコBOX委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
＊目標達成の為、窓口にて寄付の声かけをしました。
＊アドバイザーにお願いし、個々の寄付もお願いしまし
た。

＊半期寄付金額は、1,187,000円（例会出席率０％除
く７名０円）

２．下半期活動計画
＊窓口活動がメインになりますが、奉仕活動の重要な資
金であることをもう一度認識して頂き、アドバイザー
の協力のもと、委員全員で目標達成に努力致します。

会計委員会
委員長　細谷　達朗

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努める。

②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営のため、予算配分・支払の均衡を
各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支
払いを行う。
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１月25日㈯ 　於：水戸八幡宮
野球部の新年安全必勝祈願を行いました

クラブ管理運営委員会
委員長　篠原　　勉

１．上半期実績
　第１回委員会
　令和元年11月26日　18時30分～21時
　水戸市泉町「鳥かづ」
　会計、青少年奉仕委員会との合同委員会　例会運営に
ついて他

２．下半期活動計画
　第２回委員会開催予定

奉仕プロジェクト委員会
委員長　鈴木　憲一

１．上半期実績
　国際奉仕委員会、姉妹・友好クラブ交流委員会が中心
になり、友好クラブのタイ・シーロムRCの会長就任式
ならび前年度事業の医療機器贈呈式に行きました。
　職業奉仕委員会は、職場訪問が終わり各奉仕委員会は
事業を進めています。

２．下半期活動計画
　各位委員が事業を実行出来るよう、助言手助けをして
いきます。

職業奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１．上半期実績
　10月11日の第２例会に川﨑篤之会員の職場「Ｍ－ス
ポ」を会場として、盲導犬体験を実施いたしました。
【職場訪問と盲導犬体験の抱き合わせ】
　いばらき盲導犬協会の斉藤氏・山崎氏と２頭の盲導犬
をお招きして、大勢の会員が盲導犬体験をすることが出
来ました。

２．下半期活動計画
　２月に飯富小学校での「出前授業」を予定しておりま
す。
　及川譲社会奉仕委員長と連携しての複合的な奉仕にな
る予定です（詳細は近々にご報告致します）。

社会奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
⑴おひさま食堂事業には、会員の皆様に参加して頂きあ
りがとうございます。委員長としてあまり参加が出来
ず、後半は参加し子供さんの笑顔を沢山見たいと思い
ます。

⑵出前授業は今年度、飯富小学校で奉仕作業を含め計画
をしてきましたが、10月の台風19号により飯富地区
で洪水の影響があり、10月開催予定が延期となりま
した。その後も職業奉仕と連携をとり、学校の授業が
大変な中、２月に行える事になりました。洪水と言う
災害に対し、当初予定していた奉仕作業経費を義援金
とし、出前授業開催日にお渡しをする予定です。

⑶地区補助金事業は４月を目途とし、行う予定です。

２．下半期活動計画
⑴おひさま食堂事業も後半、更に会員の参加を呼びか
け、もっと盛り上げて、多くの子供さんに参加して頂
き、奉仕を進めたいと思います。

⑵飯富小学校での出前授業も２月に決まり、卒業を控え
る児童の何らかの希望となる事を考え、進めたいと思
います。

⑶地区補助金事業を確定させ、４月には行う事を進めま
す。

青少年奉仕委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
・２月開催の水戸南ロータリークラブ杯開催について、
中央地区ミニバスケットボール連盟小沼義明氏と協議
する。

２．下半期活動計画
・２月９日、第18回水戸南RC杯中央地区ミニバス
ケットボール大会を水戸市見川総合運動公園体育館で
行う。

国際奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１．上半期実績
・友好クラブであるシーロムRCと協力して、水戸市よ
り頂いた消防車等をタイ国内で必要としている地域へ
送る調整を現在行っております。

・RI第2820地区が独自で行っている「この指とまれ」
の他クラブの事業への賛助。

２．下半期活動計画
・高松西RCと協働出来る国際奉仕活動を検討企画す
る。

・日本で使わなくなった「車いす」をタイ国内で必要と
している方達への運搬ボランティア事業（次回から
は、直接エンドユーザーへ届けられる様に調整した
い）。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　川﨑　英輝

１．上半期実績
・７月　シーロムRC会長就任式及び、医療用ベッド贈
呈式に14名で出席

・９月　仙台で行われた、第15回日韓親善会議に11名
で出席

　
２．下半期活動計画
・水戸南RCとして、今後のシーロムRCとの関係を熟
考し、現在要望のある消防自動車２台について協議す
る。

ロータリー財団委員会
委員長　二川　隆司

１．上半期実績
・恒久基金 1,000ドル １名以上、目標達成しました。
・年次寄付 67％、ポリオプラス 60％、目標に対して
の１月10日現在の達成率です。

２．下半期活動計画
・年次寄付、ポリオプラスの必要性を訴えていき、目標
を達成していきたいと思います。

米山記念奨学委員会
委員長　髙橋　伸之

１．上半期実績
　寄付目標 2,325,000円の内、現在 1,122,500円
（48％）。水戸南RCの米山奨学生バスネット・アシ
シュさん（ネパール・筑波大）は、３月で修了となりま
す。米山奨学金は、会員皆様のご寄付により運営されて
いますので、さらなるご協力をお願い申し上げます。

２．下半期活動計画
　事業の使命：日本と世界を結ぶ「架け橋」となって国
際社会で活躍するロータリー活動の良き理解者であり、
日本で勉強し文化を学び、平和と国際理解を図る人材育
成に寄与する（世界平和）。この使命をもう一度、水戸
南RC会員に理解頂き、全会員が支援者となる活動。

ニコニコBOX委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
＊目標達成の為、窓口にて寄付の声かけをしました。
＊アドバイザーにお願いし、個々の寄付もお願いしまし
た。

＊半期寄付金額は、1,187,000円（例会出席率０％除
く７名０円）

２．下半期活動計画
＊窓口活動がメインになりますが、奉仕活動の重要な資
金であることをもう一度認識して頂き、アドバイザー
の協力のもと、委員全員で目標達成に努力致します。

会計委員会
委員長　細谷　達朗

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努める。

②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営のため、予算配分・支払の均衡を
各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支
払いを行う。
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１月25日㈯ 　於：水戸八幡宮
野球部の新年安全必勝祈願を行いました

クラブ管理運営委員会
委員長　篠原　　勉

１．上半期実績
　第１回委員会
　令和元年11月26日　18時30分～21時
　水戸市泉町「鳥かづ」
　会計、青少年奉仕委員会との合同委員会　例会運営に
ついて他

２．下半期活動計画
　第２回委員会開催予定

奉仕プロジェクト委員会
委員長　鈴木　憲一

１．上半期実績
　国際奉仕委員会、姉妹・友好クラブ交流委員会が中心
になり、友好クラブのタイ・シーロムRCの会長就任式
ならび前年度事業の医療機器贈呈式に行きました。
　職業奉仕委員会は、職場訪問が終わり各奉仕委員会は
事業を進めています。

２．下半期活動計画
　各位委員が事業を実行出来るよう、助言手助けをして
いきます。

職業奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１．上半期実績
　10月11日の第２例会に川﨑篤之会員の職場「Ｍ－ス
ポ」を会場として、盲導犬体験を実施いたしました。
【職場訪問と盲導犬体験の抱き合わせ】
　いばらき盲導犬協会の斉藤氏・山崎氏と２頭の盲導犬
をお招きして、大勢の会員が盲導犬体験をすることが出
来ました。

２．下半期活動計画
　２月に飯富小学校での「出前授業」を予定しておりま
す。
　及川譲社会奉仕委員長と連携しての複合的な奉仕にな
る予定です（詳細は近々にご報告致します）。

社会奉仕委員会
委員長　及川　　譲

１．上半期実績
⑴おひさま食堂事業には、会員の皆様に参加して頂きあ
りがとうございます。委員長としてあまり参加が出来
ず、後半は参加し子供さんの笑顔を沢山見たいと思い
ます。

⑵出前授業は今年度、飯富小学校で奉仕作業を含め計画
をしてきましたが、10月の台風19号により飯富地区
で洪水の影響があり、10月開催予定が延期となりま
した。その後も職業奉仕と連携をとり、学校の授業が
大変な中、２月に行える事になりました。洪水と言う
災害に対し、当初予定していた奉仕作業経費を義援金
とし、出前授業開催日にお渡しをする予定です。

⑶地区補助金事業は４月を目途とし、行う予定です。

２．下半期活動計画
⑴おひさま食堂事業も後半、更に会員の参加を呼びか
け、もっと盛り上げて、多くの子供さんに参加して頂
き、奉仕を進めたいと思います。

⑵飯富小学校での出前授業も２月に決まり、卒業を控え
る児童の何らかの希望となる事を考え、進めたいと思
います。

⑶地区補助金事業を確定させ、４月には行う事を進めま
す。

青少年奉仕委員会
委員長　石井　浩一

１．上半期実績
・２月開催の水戸南ロータリークラブ杯開催について、
中央地区ミニバスケットボール連盟小沼義明氏と協議
する。

２．下半期活動計画
・２月９日、第18回水戸南RC杯中央地区ミニバス
ケットボール大会を水戸市見川総合運動公園体育館で
行う。

国際奉仕委員会
委員長　原口　一吉

１．上半期実績
・友好クラブであるシーロムRCと協力して、水戸市よ
り頂いた消防車等をタイ国内で必要としている地域へ
送る調整を現在行っております。

・RI第2820地区が独自で行っている「この指とまれ」
の他クラブの事業への賛助。

２．下半期活動計画
・高松西RCと協働出来る国際奉仕活動を検討企画す
る。
・日本で使わなくなった「車いす」をタイ国内で必要と
している方達への運搬ボランティア事業（次回から
は、直接エンドユーザーへ届けられる様に調整した
い）。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　川﨑　英輝

１．上半期実績
・７月　シーロムRC会長就任式及び、医療用ベッド贈
呈式に14名で出席
・９月　仙台で行われた、第15回日韓親善会議に11名
で出席
　

２．下半期活動計画
・水戸南RCとして、今後のシーロムRCとの関係を熟
考し、現在要望のある消防自動車２台について協議す
る。

ロータリー財団委員会
委員長　二川　隆司

１．上半期実績
・恒久基金 1,000ドル １名以上、目標達成しました。
・年次寄付 67％、ポリオプラス 60％、目標に対して
の１月10日現在の達成率です。

２．下半期活動計画
・年次寄付、ポリオプラスの必要性を訴えていき、目標
を達成していきたいと思います。

米山記念奨学委員会
委員長　髙橋　伸之

１．上半期実績
　寄付目標 2,325,000円の内、現在 1,122,500円
（48％）。水戸南RCの米山奨学生バスネット・アシ
シュさん（ネパール・筑波大）は、３月で修了となりま
す。米山奨学金は、会員皆様のご寄付により運営されて
いますので、さらなるご協力をお願い申し上げます。

２．下半期活動計画
　事業の使命：日本と世界を結ぶ「架け橋」となって国
際社会で活躍するロータリー活動の良き理解者であり、
日本で勉強し文化を学び、平和と国際理解を図る人材育
成に寄与する（世界平和）。この使命をもう一度、水戸
南RC会員に理解頂き、全会員が支援者となる活動。

ニコニコBOX委員会
委員長　谷島　孝明

１．上半期実績
＊目標達成の為、窓口にて寄付の声かけをしました。
＊アドバイザーにお願いし、個々の寄付もお願いしまし
た。

＊半期寄付金額は、1,187,000円（例会出席率０％除
く７名０円）

２．下半期活動計画
＊窓口活動がメインになりますが、奉仕活動の重要な資
金であることをもう一度認識して頂き、アドバイザー
の協力のもと、委員全員で目標達成に努力致します。

会計委員会
委員長　細谷　達朗

１．上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全財政を図った。

２．下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努める。

②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営のため、予算配分・支払の均衡を
各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支
払いを行う。
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小泉委員長

会報委員会
長洲委員長

IT資料委員会
根本（直）委員長

雑誌委員会
赤岩委員長

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

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

日　時　2020年１月24日㈮　12:00
場　所　水戸プラザホテル　例会場
出席者　役　　員　小路　實　　深谷　智　　細谷達朗

　　　　　岡村太郎　　鈴木憲一
理　　事　菊池秀機　　及川　譲　　原口一吉
　　　　　小泉正史　　二川隆司　　奈良早苗
　　　　　太田聖史　　宇留野秀一　　米川幸喜
メークアップ　櫻井盛二

議事・決議事項
①米森　厚会員、藏持圭一会員の退会について
 《１月24日付で両名の退会を承認いたしました》

2019-2020年度 第３回臨時理事会 議事録

１

２

３

４

会員の皆様へ
先週は東北大学の川島教授が「スマートフォンは学
習障害の元である」と言っておられた話をしまし
た。今週は朝食を摂る事の大切さを塾屋としてお伝
えいたします。来年の受験には役立つ話です。

１月25日㈯ おひさま食堂参加者（敬称略）
二川隆司、原口一吉、廣澤一浩、石井浩一、
兼子充裕、金原和美、小泉正史、小路　實、
久保田規子、長洲雅彦、奈良早苗、根本祐次、
岡村太郎、櫻井盛二、笹館康男、篠原　勉、
鈴木由紀子、上野義哉、宇留野秀一、谷島孝明（20名）

２月４日㈫ 第８回定例理事会
18:30～　水戸プラザホテル2F
※今回は、火曜日の開催です。ご注意ください。　
　
２月７日㈮ 水戸市へ台風19号義援金の寄付
水戸市役所　10:00～
出席　小路　實会長、深谷　智幹事、
　　　小泉正史広報委員長

次回例会日程
２月７日㈮　12:30～　水戸プラザホテル　　

 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 篠原　勉会員
 5. 「ロータリー財団地区

補助金サポートセミナーの報告」
 二川隆司ロータリー財団委員長

 6. 「地区国際奉仕セミナーの報告」
 石川啓司地区国際交流奨学金担当委員

 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 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」
ロータリー情報、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

11. 点鐘・閉会

１月第５例会プログラム
2020年１月31日（金）

この計　　　12件　　　55,000円

■財団BOX（１月24日（金）扱）
粂田信行会員……財団の友献金(第２回)

$100　11,000円(累計$5,200)
島根昌明会員……財団の友献金(第５回)

$100　11,000円(累計$3,500)

この計　　　２件　　　$200　　　22,000円

■米山BOX（１月24日（金）扱）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計930,000円)
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計560,000円)
松本隆史会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計520,000円)

この計　　　３件　　　30,000円
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2020年（令和２年）１月31日（金）

二川隆司会員……
塩沢富夫会員……
人見光一会員……
市毛純一会員……
松本隆史会員……

太田聖史会員……
宇留野秀一会員…

久保田規子会員…
原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…
石川啓司会員……

奈良早苗会員……

■会員メークアップ
１/18　常陸太田RC　　小路　實　　深谷　智
１/18　ロータリー財団補助金サポートセミナー
　　　　　宇留野秀一　　及川　譲　　二川隆司
１/19　RLI・DL養成講座
　　　　　宇留野秀一　　山本　大　　人見光一

前　週訂正出席率70.24％
前々週訂正出席率73.49％91名 50名 41名 59.52％１月第４例会（１月24日）

出席状況
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■ニコニコBOX（１月24日（金）扱）
暖かい冬ですね。
本年も宜しくお願い致します。
風邪に気をつけましょう。
今日は良い天気ですね。
寒暖の差が激しいですね。皆様お身体に気をつけ
て下さい。
目標額は、まだまだのようです。
遅ればせながら新年家族例会のご協力有難うござ
いました。
遅くなりましたが本年も宜しくお願い致します。
今日も一日与えられて感謝です。
暖かくなりましたね！
本日は夕刻より業界団体研修委員会の新年会です
が、中国で引いた風邪が治ったばかりなので、程
々に致します。
早苗さん大忙し、仕事着で失礼致します。

１月第４例会　１月24日㈮

職業奉仕月間

ビーフカレー
季節のサラダ　コーヒー

上半期事業実績報告・下半期事業活動計画Ⅰ


