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ロータリーソングを聴く、第３分区ガバナー補佐とゲストを迎える前
年度会長幹事のお二人

柴山博光第３分区ガバナー補佐
「就任のご挨拶」

本日の食事
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水戸南
ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

週　報
幹幹 事事 報報 告告

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：米川幸喜　副委員長：菊池秀機　アドバイザー：松本隆史　委員：柏　　茂

●会　長　志村　　保　会長エレクト　篠原　　勉
●幹　事　小川　啓子　副会長　　　　粂田　信行
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　石井　浩一

地区スローガン：ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力!
クラブ会長方針：これからも水戸南RCがイチバンRIテーマ：ロータリーは機会の扉を開く

■会員メークアップ
６/22　地区国際奉仕委員会　　　二川隆司
７/６　地区国際奉仕委員会　　　二川隆司
７/９　地区クラブ奉仕委員会　　石井浩一

この計　　　16件　　　47,000円

７月第２例会　７月10日（金）

第３分区ガバナー補佐　柴山博光 氏（友部RC）
■ゲスト

柴山博光第３分区ガバナー補佐（友部RC）
　　　　　　……
志村　保会員……

小川啓子会員……

大金　誠会員……
松本隆史会員……

鈴木憲一会員・米川幸喜会員
　　　　　　……

菊池秀機会員……

高柳益美会員……
宇留野秀一会員…
原口一吉会員……

鈴木由紀子会員…
小路　實会員……

石井浩一会員……

石川啓司会員……

金原和美会員……

■ニコニコBOX（７月10日（金）扱）
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前　週訂正出席率72.84％
前々週訂正出席率77.38％85名 49名 36名 62.82％７月第２例会（７月10日）

出席状況

一年間宜しくお願いします。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、今日は有難うご
ざいます。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、ようこそおいで
下さいました。
再度の第３分区ガバナー補佐、ご苦労様です。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、本日はご苦労様
です。

第３分区ガバナー補佐の柴山様、一年間宜しくお
願いします。
第２例会ですが、志村会長、小川幹事一年間宜し
くお願いします。
親睦活動委員会を宜しくお願いします。
今週４年ぶりに７回目の追突事故に遭いました。
今日も感謝です。由佳ちゃん、お誕生日おめでと
う！！
一年間宜しくお願い致します。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、本日はご苦労様
です。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、一年間宜しくお
願い致します。
この所、千葉県や東京都へ出張していますが、新
型コロナウイルスを避けながら往復しておりま
す。九州の大雨、台風被害も大変ですね。
由佳ちゃん、お誕生日おめでとうございます！規
子さん、司会頑張って下さい。笑いを期待してま
す！

■米山BOX（７月10日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計1,020,000円）
米川幸喜会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 220,000円）
軍司由佳会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 150,000円）
国本美加会員……準米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 40,000円）
上野義哉会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　５件　　　50,000円

■財団BOX（７月10日（金）扱）
塩沢富夫会員……財団の友献金（第10回）

$100　10,700円（累計$10,000）
井澤卓司会員……財団の友献金（第８回）

$100　10,700円（累計 $6,800)
篠原　勉会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,700円（累計 $6,500)
松本隆史会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,700円（累計 $6,200)
石井浩一会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,700円（累計 $3,900)
米川幸喜会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,700円（累計 $2,400)
宇留野秀一会員…財団の友献金（第４回）

$100　10,700円（累計 $1,400)

この計　　　７件　　　$700　　　74,900円
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ニコニコ・米山・財団特別寄付月間

新会員候補者を公表致します。　
ご異議がございましたら、7日以内（７月24日㈮
まで）に幹事までご連絡ください。

７月・８月1－3奉仕研究会は、休会です。

水戸市内RC例会の日時場所変更及び休会について
・水　戸RC…７月21日㈫・28日㈫　於 三の丸ホテル
・水戸さくらRC…７月27日㈪　18:30→12:30
・水戸さくらRC…７月20日㈪
・水戸西RC…７月22日㈬
・水戸東RC…７月30日㈭

「おひさま食堂」が行われます。
日　時：７月25日㈯

お料理をお手伝いくださる方は　8:30～
配膳をお手伝いくださる方は　　11:00～

場　所：双葉台市民センター　水戸市双葉台2-1-5
電話・FAX　251-3991

※ご参加くださる方は、宇留野委員長までご連絡く
ださい。メークアップになります。

次回例会日程
・７月24日㈮は、今年は「スポーツの日」の祝日
となるため、休会です。
・７月31日㈮は、昼の例会となります。
　日　時：７月31日㈮　12:30～
　場　所：水戸プラザホテル

１

２

３

４

５

 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 志村　保会長
 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「委員会事業計画発表Ⅱ」

プログラム、雑誌、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

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

７月第３例会プログラム
2020年７月17日（金）

定款第7条第1節
により休会

クラブ協議会「事業計画発表Ⅰ」



プログラム委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　年間・月間の例会プログラムの作成、並びに例会
の司会進行を委員会メンバーの全員協力のもとに実
施し、スムーズな例会運営を行っていく。

２.事業計画
⑴年間プログラムの作成
⑵水戸南ＲＣの魅力ある例会プログラムを実現する
為、理事・役員をはじめ、各委員長からの意見を
取り入れ、充実した例会作りに取り組む。

⑶例会の円滑な進行を進める司会は、当該委員持ち
回りで実施

⑷会場運営委員会、親睦活動委員会と協力し、規律
を保ちながらも水戸南ＲＣらしさを醸し出す、例
会運営を心掛けていく。

雑誌委員会
委員長　小泉　正史

１.基本方針
　ロータリアン三大義務のひとつの「ロータリーの
友」に更に興味を持っていただき、ロータリアンと
しての意識を高め、ロータリークラブへの誇りと理
解を深めて行く。

２.事業計画
⑴第１例会において「ロータリーの友」のおすすめ
の記事を案内する。

⑵「ロータリーの友」へ投稿し掲載されるように努
める。

⑶「ロータリーの友」の購読率を上げるように努め
る。

奉仕プロジェクト委員会
小路　　實

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に活動でき
るよう、調整ならびに助言をしてまいります。
 

２.事業計画
⑴各委員会が連携し協力し合い、各委員会の計画に
基づいて、奉仕活動を実践してまいりたいと思い
ます。

⑵奉仕活動へ多くの会員が参加できるよう、情報の
提供を計りながらクラブのイメージアップを推進
してまいります。

職業奉仕委員会
長洲　雅彦

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に、「四つのテスト」に基
づき、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提

唱し、ロータリークラブとして地域社会に「奉仕の
理想」を実践していく。

２.事業計画
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示する。
②地域社会に奉仕する為には、地域の歴史を理解し
することも必要である。「職業奉仕月間」には、
水戸の歴史ある施設に職場訪問を行う。
③地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度で５回目となる「出前授
業」を継続実施する。

社会奉仕委員会
軍司　由佳

１.基本方針
　地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕すること
は、ロータリーの責務である。当委員会は「超我の
奉仕」に基づき、奉仕に役立つ支援や援助を実践す
る委員会でもある。

２.事業計画
・ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市への
支援として公共の場所に『水戸学の道』の案内板
を設置して水戸の歴史を守る支援を行う。
・おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボラン
ティアとの連携により身近な奉仕活動として実践
していく。
・他の各奉仕委員会と連携し、地域住民への奉仕活
動を行う。
・昨年改装されたばかりの東照宮での職場体験を通
じて、ひとりひとりの健康と生活向上の祈願及び
公共の為に奉仕する。

青少年奉仕委員会
太田　聖史

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、スキルと人格を養いなが
ら、奉仕、道徳的基準、平和といったロータリーの
価値観を学ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を
育成する活動に協力、支援する。

２.事業計画
⑴水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケットボール
大会の開催
⑵青少年奉仕月間に卓話を実施
⑶国際ロータリーの常設プログラムとしてクラブに
推奨する活動の理解を深め、積極的に地区の行事
に参加する。
⑷地域の学校へ訪問して実施する「出前授業」につ
いて、職業奉仕委員会に協力する。

国際奉仕委員会
川澄千亜紀

１.基本方針
①ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行す
る。
・平和構築と紛争予防
・疾病予防と治療
・水と衛生
・母子の健康
・基本的教育と識字率向上
・地域社会の経済発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分
野からより良い奉仕活動を立案実行する。
②友好クラブである高松西RCと協働出来る国際奉
仕活動を検討及び企画する。
③姉妹クラブである清州西原RCと協働出来る国際
奉仕活動を検討及び企画する。
④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」の他のクラブの事業に賛助す
る。
⑤当クラブ会員に国際奉仕について理解をしてもら
う。

姉妹・友好クラブ交流委員会
奈良　早苗

１.基本方針
　RIテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」に則
り、当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとの人的
交流を図りながら、共同奉仕プロジェクトを推進し
ていく。

２.事業計画
　内外の情勢を鑑み、前期は無計画とする。
　後期、情勢が好転した場合は、高松西RCとの相
互交流を深める。

ロータリー財団委員会
上野　義哉

１.基本方針
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき
るようにすることです。
　全ての会員に財団の使命を再度ご理解いただき、
財団へのご支援をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付　1人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金　1人20ドル目標
⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標
⑷ロータリー財団の使命に基づき、寄付を有効活用
するため各奉仕委員会と協力を図りながら、地区
補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
鈴木由紀子

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に、米山奨学会や米山奨学生が国と国との
かけ橋となる事を理解してもらい、献金をお願い
する。
③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金目標、会員一人当たり25,000円以上
　（普通寄付：5,000円　特別寄付20,000円　
以上）
②米山奨学生に出席毎に近況報告を実施してもら
う。
③米山月間（10月）に米山関係の卓話をする。
④会員と奨学生の交流

ニコニコBOX委員会
金原　和美

１.基本方針
　ニコニコＢＯＸは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　みなさまに笑顔で、好意と善意の奉仕活動資金を
献金いただけるように努力していきます。
　みなさま一年間、ご協力のほど、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

２.事業計画
⑴一人、年間寄付金30,000円以上を目標としま
す。
⑵各奉仕活動委員会と連携をとり、奉仕活動に有効
活用できるようにします。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に献金の呼び
かけを行います。
⑷和やかなニコニコBOXコーナーの雰囲気作りに
努めます。
⑸必要に応じ、会員各位の寄付の状況をご案内申し
上げます。
⑹個人目標額を達成いただいた会員に記念品の贈呈
を行います。

会計委員会
細谷　達朗

１.基本方針
○クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
○会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に遂行できるように努めます。
○事務局と連携し、支払業務を遅滞なく行います。
○効率的なクラブ運営の為、各委員会に予算配分・
支払の均衡を要請し、予算超過の無いよう適正に
取組みます。

2－Vol.48  No3（第2233） Vol.48  No3（第2233）－3

2020-2021年度　委員会事業計画Ⅱ 2020-2021年度　委員会事業計画Ⅱ

プログラム委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　年間・月間の例会プログラムの作成、並びに例会
の司会進行を委員会メンバーの全員協力のもとに実
施し、スムーズな例会運営を行っていく。

２.事業計画
⑴年間プログラムの作成
⑵水戸南ＲＣの魅力ある例会プログラムを実現する
為、理事・役員をはじめ、各委員長からの意見を
取り入れ、充実した例会作りに取り組む。

⑶例会の円滑な進行を進める司会は、当該委員持ち
回りで実施

⑷会場運営委員会、親睦活動委員会と協力し、規律
を保ちながらも水戸南ＲＣらしさを醸し出す、例
会運営を心掛けていく。

雑誌委員会
委員長　小泉　正史

１.基本方針
　ロータリアン三大義務のひとつの「ロータリーの
友」に更に興味を持っていただき、ロータリアンと
しての意識を高め、ロータリークラブへの誇りと理
解を深めて行く。

２.事業計画
⑴第１例会において「ロータリーの友」のおすすめ
の記事を案内する。

⑵「ロータリーの友」へ投稿し掲載されるように努
める。

⑶「ロータリーの友」の購読率を上げるように努め
る。

奉仕プロジェクト委員会
小路　　實

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に活動でき
るよう、調整ならびに助言をしてまいります。
 

２.事業計画
⑴各委員会が連携し協力し合い、各委員会の計画に
基づいて、奉仕活動を実践してまいりたいと思い
ます。

⑵奉仕活動へ多くの会員が参加できるよう、情報の
提供を計りながらクラブのイメージアップを推進
してまいります。

職業奉仕委員会
長洲　雅彦

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に、「四つのテスト」に基
づき、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提

唱し、ロータリークラブとして地域社会に「奉仕の
理想」を実践していく。

２.事業計画
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示する。
②地域社会に奉仕する為には、地域の歴史を理解し
することも必要である。「職業奉仕月間」には、
水戸の歴史ある施設に職場訪問を行う。
③地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度で５回目となる「出前授
業」を継続実施する。

社会奉仕委員会
軍司　由佳

１.基本方針
　地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕すること
は、ロータリーの責務である。当委員会は「超我の
奉仕」に基づき、奉仕に役立つ支援や援助を実践す
る委員会でもある。

２.事業計画
・ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市への
支援として公共の場所に『水戸学の道』の案内板
を設置して水戸の歴史を守る支援を行う。
・おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボラン
ティアとの連携により身近な奉仕活動として実践
していく。
・他の各奉仕委員会と連携し、地域住民への奉仕活
動を行う。
・昨年改装されたばかりの東照宮での職場体験を通
じて、ひとりひとりの健康と生活向上の祈願及び
公共の為に奉仕する。

青少年奉仕委員会
太田　聖史

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、スキルと人格を養いなが
ら、奉仕、道徳的基準、平和といったロータリーの
価値観を学ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を
育成する活動に協力、支援する。

２.事業計画
⑴水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケットボール
大会の開催
⑵青少年奉仕月間に卓話を実施
⑶国際ロータリーの常設プログラムとしてクラブに
推奨する活動の理解を深め、積極的に地区の行事
に参加する。
⑷地域の学校へ訪問して実施する「出前授業」につ
いて、職業奉仕委員会に協力する。

国際奉仕委員会
川澄千亜紀

１.基本方針
①ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行す
る。
・平和構築と紛争予防
・疾病予防と治療
・水と衛生
・母子の健康
・基本的教育と識字率向上
・地域社会の経済発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分
野からより良い奉仕活動を立案実行する。
②友好クラブである高松西RCと協働出来る国際奉
仕活動を検討及び企画する。
③姉妹クラブである清州西原RCと協働出来る国際
奉仕活動を検討及び企画する。
④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」の他のクラブの事業に賛助す
る。
⑤当クラブ会員に国際奉仕について理解をしてもら
う。

姉妹・友好クラブ交流委員会
奈良　早苗

１.基本方針
　RIテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」に則
り、当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとの人的
交流を図りながら、共同奉仕プロジェクトを推進し
ていく。

２.事業計画
　内外の情勢を鑑み、前期は無計画とする。
　後期、情勢が好転した場合は、高松西RCとの相
互交流を深める。

ロータリー財団委員会
上野　義哉

１.基本方針
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき
るようにすることです。
　全ての会員に財団の使命を再度ご理解いただき、
財団へのご支援をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付　1人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金　1人20ドル目標
⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標
⑷ロータリー財団の使命に基づき、寄付を有効活用
するため各奉仕委員会と協力を図りながら、地区
補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
鈴木由紀子

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に、米山奨学会や米山奨学生が国と国との
かけ橋となる事を理解してもらい、献金をお願い
する。
③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金目標、会員一人当たり25,000円以上
　（普通寄付：5,000円　特別寄付20,000円　
以上）
②米山奨学生に出席毎に近況報告を実施してもら
う。
③米山月間（10月）に米山関係の卓話をする。
④会員と奨学生の交流

ニコニコBOX委員会
金原　和美

１.基本方針
　ニコニコＢＯＸは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　みなさまに笑顔で、好意と善意の奉仕活動資金を
献金いただけるように努力していきます。
　みなさま一年間、ご協力のほど、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

２.事業計画
⑴一人、年間寄付金30,000円以上を目標としま
す。
⑵各奉仕活動委員会と連携をとり、奉仕活動に有効
活用できるようにします。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に献金の呼び
かけを行います。
⑷和やかなニコニコBOXコーナーの雰囲気作りに
努めます。
⑸必要に応じ、会員各位の寄付の状況をご案内申し
上げます。
⑹個人目標額を達成いただいた会員に記念品の贈呈
を行います。

会計委員会
細谷　達朗

１.基本方針
○クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
○会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に遂行できるように努めます。
○事務局と連携し、支払業務を遅滞なく行います。
○効率的なクラブ運営の為、各委員会に予算配分・
支払の均衡を要請し、予算超過の無いよう適正に
取組みます。
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プログラム委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　年間・月間の例会プログラムの作成、並びに例会
の司会進行を委員会メンバーの全員協力のもとに実
施し、スムーズな例会運営を行っていく。

２.事業計画
⑴年間プログラムの作成
⑵水戸南ＲＣの魅力ある例会プログラムを実現する
為、理事・役員をはじめ、各委員長からの意見を
取り入れ、充実した例会作りに取り組む。
⑶例会の円滑な進行を進める司会は、当該委員持ち
回りで実施
⑷会場運営委員会、親睦活動委員会と協力し、規律
を保ちながらも水戸南ＲＣらしさを醸し出す、例
会運営を心掛けていく。

雑誌委員会
委員長　小泉　正史

１.基本方針
　ロータリアン三大義務のひとつの「ロータリーの
友」に更に興味を持っていただき、ロータリアンと
しての意識を高め、ロータリークラブへの誇りと理
解を深めて行く。

２.事業計画
⑴第１例会において「ロータリーの友」のおすすめ
の記事を案内する。
⑵「ロータリーの友」へ投稿し掲載されるように努
める。
⑶「ロータリーの友」の購読率を上げるように努め
る。

奉仕プロジェクト委員会
小路　　實

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に活動でき
るよう、調整ならびに助言をしてまいります。
 

２.事業計画
⑴各委員会が連携し協力し合い、各委員会の計画に
基づいて、奉仕活動を実践してまいりたいと思い
ます。
⑵奉仕活動へ多くの会員が参加できるよう、情報の
提供を計りながらクラブのイメージアップを推進
してまいります。

職業奉仕委員会
長洲　雅彦

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に、「四つのテスト」に基
づき、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提

唱し、ロータリークラブとして地域社会に「奉仕の
理想」を実践していく。

２.事業計画
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示する。
②地域社会に奉仕する為には、地域の歴史を理解し
することも必要である。「職業奉仕月間」には、
水戸の歴史ある施設に職場訪問を行う。
③地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度で５回目となる「出前授
業」を継続実施する。

社会奉仕委員会
軍司　由佳

１.基本方針
　地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕すること
は、ロータリーの責務である。当委員会は「超我の
奉仕」に基づき、奉仕に役立つ支援や援助を実践す
る委員会でもある。

２.事業計画
・ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市への
支援として公共の場所に『水戸学の道』の案内板
を設置して水戸の歴史を守る支援を行う。
・おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボラン
ティアとの連携により身近な奉仕活動として実践
していく。
・他の各奉仕委員会と連携し、地域住民への奉仕活
動を行う。
・昨年改装されたばかりの東照宮での職場体験を通
じて、ひとりひとりの健康と生活向上の祈願及び
公共の為に奉仕する。

青少年奉仕委員会
太田　聖史

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、スキルと人格を養いなが
ら、奉仕、道徳的基準、平和といったロータリーの
価値観を学ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を
育成する活動に協力、支援する。

２.事業計画
⑴水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケットボール
大会の開催
⑵青少年奉仕月間に卓話を実施
⑶国際ロータリーの常設プログラムとしてクラブに
推奨する活動の理解を深め、積極的に地区の行事
に参加する。
⑷地域の学校へ訪問して実施する「出前授業」につ
いて、職業奉仕委員会に協力する。

国際奉仕委員会
川澄千亜紀

１.基本方針
①ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行す
る。
・平和構築と紛争予防
・疾病予防と治療
・水と衛生
・母子の健康
・基本的教育と識字率向上
・地域社会の経済発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分
野からより良い奉仕活動を立案実行する。

②友好クラブである高松西RCと協働出来る国際奉
仕活動を検討及び企画する。

③姉妹クラブである清州西原RCと協働出来る国際
奉仕活動を検討及び企画する。

④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」の他のクラブの事業に賛助す
る。

⑤当クラブ会員に国際奉仕について理解をしてもら
う。

姉妹・友好クラブ交流委員会
奈良　早苗

１.基本方針
　RIテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」に則
り、当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとの人的
交流を図りながら、共同奉仕プロジェクトを推進し
ていく。

２.事業計画
　内外の情勢を鑑み、前期は無計画とする。
　後期、情勢が好転した場合は、高松西RCとの相
互交流を深める。

ロータリー財団委員会
上野　義哉

１.基本方針
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき
るようにすることです。
　全ての会員に財団の使命を再度ご理解いただき、
財団へのご支援をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付　1人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金　1人20ドル目標
⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標

⑷ロータリー財団の使命に基づき、寄付を有効活用
するため各奉仕委員会と協力を図りながら、地区
補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
鈴木由紀子

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に、米山奨学会や米山奨学生が国と国との
かけ橋となる事を理解してもらい、献金をお願い
する。
③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金目標、会員一人当たり25,000円以上
　（普通寄付：5,000円　特別寄付20,000円　
以上）
②米山奨学生に出席毎に近況報告を実施してもら
う。
③米山月間（10月）に米山関係の卓話をする。
④会員と奨学生の交流

ニコニコBOX委員会
金原　和美

１.基本方針
　ニコニコＢＯＸは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　みなさまに笑顔で、好意と善意の奉仕活動資金を
献金いただけるように努力していきます。
　みなさま一年間、ご協力のほど、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

２.事業計画
⑴一人、年間寄付金30,000円以上を目標としま
す。
⑵各奉仕活動委員会と連携をとり、奉仕活動に有効
活用できるようにします。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に献金の呼び
かけを行います。
⑷和やかなニコニコBOXコーナーの雰囲気作りに
努めます。
⑸必要に応じ、会員各位の寄付の状況をご案内申し
上げます。
⑹個人目標額を達成いただいた会員に記念品の贈呈
を行います。

会計委員会
細谷　達朗

１.基本方針
○クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
○会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に遂行できるように努めます。
○事務局と連携し、支払業務を遅滞なく行います。
○効率的なクラブ運営の為、各委員会に予算配分・
支払の均衡を要請し、予算超過の無いよう適正に
取組みます。
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プログラム委員会
委員長　石井　浩一

１.基本方針
　年間・月間の例会プログラムの作成、並びに例会
の司会進行を委員会メンバーの全員協力のもとに実
施し、スムーズな例会運営を行っていく。

２.事業計画
⑴年間プログラムの作成
⑵水戸南ＲＣの魅力ある例会プログラムを実現する
為、理事・役員をはじめ、各委員長からの意見を
取り入れ、充実した例会作りに取り組む。
⑶例会の円滑な進行を進める司会は、当該委員持ち
回りで実施
⑷会場運営委員会、親睦活動委員会と協力し、規律
を保ちながらも水戸南ＲＣらしさを醸し出す、例
会運営を心掛けていく。

雑誌委員会
委員長　小泉　正史

１.基本方針
　ロータリアン三大義務のひとつの「ロータリーの
友」に更に興味を持っていただき、ロータリアンと
しての意識を高め、ロータリークラブへの誇りと理
解を深めて行く。

２.事業計画
⑴第１例会において「ロータリーの友」のおすすめ
の記事を案内する。
⑵「ロータリーの友」へ投稿し掲載されるように努
める。
⑶「ロータリーの友」の購読率を上げるように努め
る。

奉仕プロジェクト委員会
小路　　實

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉
妹・友好クラブ交流の各委員会が効果的に活動でき
るよう、調整ならびに助言をしてまいります。
 

２.事業計画
⑴各委員会が連携し協力し合い、各委員会の計画に
基づいて、奉仕活動を実践してまいりたいと思い
ます。
⑵奉仕活動へ多くの会員が参加できるよう、情報の
提供を計りながらクラブのイメージアップを推進
してまいります。

職業奉仕委員会
長洲　雅彦

１.基本方針
　職業奉仕の意義と目的、委員会活動などを会員の
皆様に理解して頂くと共に、「四つのテスト」に基
づき、各自の職業を通じて社会に奉仕することを提

唱し、ロータリークラブとして地域社会に「奉仕の
理想」を実践していく。

２.事業計画
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示する。
②地域社会に奉仕する為には、地域の歴史を理解し
することも必要である。「職業奉仕月間」には、
水戸の歴史ある施設に職場訪問を行う。
③地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り、今年度で５回目となる「出前授
業」を継続実施する。

社会奉仕委員会
軍司　由佳

１.基本方針
　地域住民の生活向上及び公共の為に奉仕すること
は、ロータリーの責務である。当委員会は「超我の
奉仕」に基づき、奉仕に役立つ支援や援助を実践す
る委員会でもある。

２.事業計画
・ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市への
支援として公共の場所に『水戸学の道』の案内板
を設置して水戸の歴史を守る支援を行う。
・おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボラン
ティアとの連携により身近な奉仕活動として実践
していく。
・他の各奉仕委員会と連携し、地域住民への奉仕活
動を行う。
・昨年改装されたばかりの東照宮での職場体験を通
じて、ひとりひとりの健康と生活向上の祈願及び
公共の為に奉仕する。

青少年奉仕委員会
太田　聖史

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、スキルと人格を養いなが
ら、奉仕、道徳的基準、平和といったロータリーの
価値観を学ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を
育成する活動に協力、支援する。

２.事業計画
⑴水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケットボール
大会の開催
⑵青少年奉仕月間に卓話を実施
⑶国際ロータリーの常設プログラムとしてクラブに
推奨する活動の理解を深め、積極的に地区の行事
に参加する。
⑷地域の学校へ訪問して実施する「出前授業」につ
いて、職業奉仕委員会に協力する。

国際奉仕委員会
川澄千亜紀

１.基本方針
①ロータリーの重点分野下記６項目の中から、当ク
ラブが継続可能な国際奉仕活動を厳選し実行す
る。
・平和構築と紛争予防
・疾病予防と治療
・水と衛生
・母子の健康
・基本的教育と識字率向上
・地域社会の経済発展

２.事業計画
①友好クラブであるシーロムRCと協力し、重点分
野からより良い奉仕活動を立案実行する。

②友好クラブである高松西RCと協働出来る国際奉
仕活動を検討及び企画する。

③姉妹クラブである清州西原RCと協働出来る国際
奉仕活動を検討及び企画する。

④国際ロータリー第2820地区が独自に行っている
「この指とまれ」の他のクラブの事業に賛助す
る。

⑤当クラブ会員に国際奉仕について理解をしてもら
う。

姉妹・友好クラブ交流委員会
奈良　早苗

１.基本方針
　RIテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」に則
り、当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとの人的
交流を図りながら、共同奉仕プロジェクトを推進し
ていく。

２.事業計画
　内外の情勢を鑑み、前期は無計画とする。
　後期、情勢が好転した場合は、高松西RCとの相
互交流を深める。

ロータリー財団委員会
上野　義哉

１.基本方針
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
ることを通じて、世界理解、親善、平和を達成でき
るようにすることです。
　全ての会員に財団の使命を再度ご理解いただき、
財団へのご支援をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付　1人130ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金　1人20ドル目標
⑶ベネファクター（1,000ドル寄付）は１名以上
目標

⑷ロータリー財団の使命に基づき、寄付を有効活用
するため各奉仕委員会と協力を図りながら、地区
補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
鈴木由紀子

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポートし、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に、米山奨学会や米山奨学生が国と国との
かけ橋となる事を理解してもらい、献金をお願い
する。
③受け入れた奨学生の国について学ぶ。

２.事業計画
①寄付金目標、会員一人当たり25,000円以上
　（普通寄付：5,000円　特別寄付20,000円　
以上）
②米山奨学生に出席毎に近況報告を実施してもら
う。
③米山月間（10月）に米山関係の卓話をする。
④会員と奨学生の交流

ニコニコBOX委員会
金原　和美

１.基本方針
　ニコニコＢＯＸは、クラブ奉仕活動事業に欠かせ
ない大切な財源のひとつです。
　みなさまに笑顔で、好意と善意の奉仕活動資金を
献金いただけるように努力していきます。
　みなさま一年間、ご協力のほど、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

２.事業計画
⑴一人、年間寄付金30,000円以上を目標としま
す。
⑵各奉仕活動委員会と連携をとり、奉仕活動に有効
活用できるようにします。
⑶1－3奉仕研究会、SRG、野球部等に献金の呼び
かけを行います。
⑷和やかなニコニコBOXコーナーの雰囲気作りに
努めます。
⑸必要に応じ、会員各位の寄付の状況をご案内申し
上げます。
⑹個人目標額を達成いただいた会員に記念品の贈呈
を行います。

会計委員会
細谷　達朗

１.基本方針
○クラブ会計の健全財政を図るべく、予算・決算の
厳正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
○会長・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に遂行できるように努めます。
○事務局と連携し、支払業務を遅滞なく行います。
○効率的なクラブ運営の為、各委員会に予算配分・
支払の均衡を要請し、予算超過の無いよう適正に
取組みます。
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兼子充裕職業分類委員長 根本　次会員選考委員長 岡村太郎会員増強委員長 粂田信行クラブ管理運営委員長

ロータリーソングを聴く、第３分区ガバナー補佐とゲストを迎える前
年度会長幹事のお二人

柴山博光第３分区ガバナー補佐
「就任のご挨拶」

本日の食事

奈良早苗姉妹・友好クラブ交流委員長

米川幸喜会報委員長

篠原勉会員組織委員長

根本直哉広報委員長 中川勝義会場運営委員長 宇留野秀一IT資料委員長 高柳益美親睦活動委員長 谷島孝明出席委員長

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

水戸南
ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

週　報
幹幹 事事 報報 告告

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：米川幸喜　副委員長：菊池秀機　アドバイザー：松本隆史　委員：柏　　茂

●会　長　志村　　保　会長エレクト　篠原　　勉
●幹　事　小川　啓子　副会長　　　　粂田　信行
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　石井　浩一

地区スローガン：ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力!
クラブ会長方針：これからも水戸南RCがイチバンRIテーマ：ロータリーは機会の扉を開く

■会員メークアップ
６/22　地区国際奉仕委員会　　　二川隆司
７/６　地区国際奉仕委員会　　　二川隆司
７/９　地区クラブ奉仕委員会　　石井浩一

この計　　　16件　　　47,000円

７月第２例会　７月10日（金）

第３分区ガバナー補佐　柴山博光 氏（友部RC）
■ゲスト

柴山博光第３分区ガバナー補佐（友部RC）
　　　　　　……
志村　保会員……

小川啓子会員……

大金　誠会員……
松本隆史会員……

鈴木憲一会員・米川幸喜会員
　　　　　　……

菊池秀機会員……

高柳益美会員……
宇留野秀一会員…
原口一吉会員……

鈴木由紀子会員…
小路　實会員……

石井浩一会員……

石川啓司会員……

金原和美会員……

■ニコニコBOX（７月10日（金）扱）
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出席状況

一年間宜しくお願いします。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、今日は有難うご
ざいます。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、ようこそおいで
下さいました。
再度の第３分区ガバナー補佐、ご苦労様です。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、本日はご苦労様
です。

第３分区ガバナー補佐の柴山様、一年間宜しくお
願いします。
第２例会ですが、志村会長、小川幹事一年間宜し
くお願いします。
親睦活動委員会を宜しくお願いします。
今週４年ぶりに７回目の追突事故に遭いました。
今日も感謝です。由佳ちゃん、お誕生日おめでと
う！！
一年間宜しくお願い致します。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、本日はご苦労様
です。
第３分区ガバナー補佐の柴山様、一年間宜しくお
願い致します。
この所、千葉県や東京都へ出張していますが、新
型コロナウイルスを避けながら往復しておりま
す。九州の大雨、台風被害も大変ですね。
由佳ちゃん、お誕生日おめでとうございます！規
子さん、司会頑張って下さい。笑いを期待してま
す！

■米山BOX（７月10日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計1,020,000円）
米川幸喜会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 220,000円）
軍司由佳会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 150,000円）
国本美加会員……準米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 40,000円）
上野義哉会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 30,000円）

この計　　　５件　　　50,000円

■財団BOX（７月10日（金）扱）
塩沢富夫会員……財団の友献金（第10回）

$100　10,700円（累計$10,000）
井澤卓司会員……財団の友献金（第８回）

$100　10,700円（累計 $6,800)
篠原　勉会員……財団の友献金（第５回）

$100　10,700円（累計 $6,500)
松本隆史会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,700円（累計 $6,200)
石井浩一会員……財団の友献金（第９回）

$100　10,700円（累計 $3,900)
米川幸喜会員……財団の友献金（第４回）

$100　10,700円（累計 $2,400)
宇留野秀一会員…財団の友献金（第４回）

$100　10,700円（累計 $1,400)

この計　　　７件　　　$700　　　74,900円
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ニコニコ・米山・財団特別寄付月間

新会員候補者を公表致します。　
ご異議がございましたら、7日以内（７月24日㈮
まで）に幹事までご連絡ください。

７月・８月1－3奉仕研究会は、休会です。

水戸市内RC例会の日時場所変更及び休会について
・水　戸RC…７月21日㈫・28日㈫　於 三の丸ホテル
・水戸さくらRC…７月27日㈪　18:30→12:30
・水戸さくらRC…７月20日㈪
・水戸西RC…７月22日㈬
・水戸東RC…７月30日㈭

「おひさま食堂」が行われます。
日　時：７月25日㈯

お料理をお手伝いくださる方は　8:30～
配膳をお手伝いくださる方は　　11:00～

場　所：双葉台市民センター　水戸市双葉台2-1-5
電話・FAX　251-3991

※ご参加くださる方は、宇留野委員長までご連絡く
ださい。メークアップになります。

次回例会日程
・７月24日㈮は、今年は「スポーツの日」の祝日
となるため、休会です。
・７月31日㈮は、昼の例会となります。
　日　時：７月31日㈮　12:30～
　場　所：水戸プラザホテル

１

２

３

４

５

 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 志村　保会長
 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「委員会事業計画発表Ⅱ」

プログラム、雑誌、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

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

７月第３例会プログラム
2020年７月17日（金）

定款第7条第1節
により休会

クラブ協議会「事業計画発表Ⅰ」


