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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
10/７　水戸西RC　　　　 大金　誠

石　岡RC　　　　 石井浩一
10/８　日立港RC　　　　 石井浩一
10/９　北海道2500REC　人見光一

この計　　　34件　　　123,000円

10月第２例会　10月９日（金）　ガバナー公式訪問

RI第2820地区ガバナー　　　　　　　　池田正純　氏（牛久RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐　　柴山博光　氏（友部RC）
　　　〃　　　事務局長　　　　　　　　中村康博　氏（牛久RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐セクレタリー　根本　玄　氏（友部RC）

■ゲスト

池田正純ガバナー（牛久RC）
　　　　　　……

柴山博光第３分区ガバナー補佐・
根本　玄第３分区ガバナー補佐セクレタリー（友部RC）
　　　　　　……
長谷川國雄会員…
志村　保会員……

小川啓子会員……
笹館康男会員……
川上正一会員……
米田英雄会員・軍司由佳会員
　　　　　　……
鈴木さちよ会員…
久保田啓藏会員…
髙野　賢会員・塩沢富夫会員・根本 次会員・粂田信行会員・
高柳益美会員・宇留野秀一会員・上野義哉会員・根本直哉会員
　　　　　　……
松本隆史会員……

鈴木憲一会員……
篠原　勉会員……
菊池秀機会員……
石井浩一会員……
川澄千亜紀会員…
長洲雅彦会員……

久保田規子会員…
鈴木由紀子会員…
原口一吉会員……
小路　實会員……

深谷　智会員・岡村太郎会員
　　　　　　……
石川啓司会員……

金原和美会員……

■ニコニコBOX（10月９日（金）扱）

4 －Vol.48  No13（第2243）

前　週訂正出席率73.08％
（　）は、ZOOM85名 56＋（3）名 26名 73.75％10月第２例会（10月９日）

出席状況

水戸南RCの皆様こんにちは。本日は宜しくお願
い致します。

宜しくお願いします。
池田ガバナー、ご指導宜しくお願いします。
池田ガバナー、本日は有難うございます。宜しく
お願い致します。
今日は、ご指導宜しくお願いします。
ガバナー御一同様、お世話になります。
池田ガバナーようこそお越し下さいました。

本日のガバナー公式訪問宜しくお願い致します。
池田ガバナー、本日は有難うございます。
池田正純ガバナーの公式訪問を記念して。

池田ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
池田ガバナー、本日はご苦労様です。宜しくお願
いします。
池田ガバナー、ご苦労様です。
池田ガバナー、宜しくお願いします。
池田ガバナー、本日はお世話になります。
池田ガバナー、ようこそ水戸南RCへ。
池田ガバナー、ようこそお越し下さいました。
池田ガバナー、水戸南RCへようこそおいで下さ
いました。今日は宜しくお願い致します。
池田ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
池田ガバナー、本日は有難うございます。
ニコニコ感謝します。
池田ガバナー、柴山第３分区ガバナー補佐、他ご
来訪の皆様、本日は有難うございます。

池田ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
池田ガバナー、ようこそいらっしゃいました。ま
た、合宿してお酒呑みたいですね。
池田ガバナー、本日はようこそお越し下さいまし
た。宜しくお願い申し上げます。

■米山BOX（10月９日（金）扱）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第6回）

10,000円(累計960,000円)
大金　誠会員……米山功労者献金（第10・1回）

20,000円(累計810,000円)
井澤卓司会員……米山功労者献金（第3回）

10,000円(累計730,000円)
大原康宏会員……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4回）

10,000円(累計540,000円)
水越光男会員……米山功労者献金（第8回）

10,000円(累計380,000円)
工藤貴正会員……米山功労者献金（第6回）

10,000円(累計260,000円)
米川幸喜会員……米山功労者献金（第3回）

10,000円(累計230,000円)
綿引甚介会員……米山功労者献金（第8回）

10,000円(累計180,000円)
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第10回）

10,000円(累計100,000円)
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第4回）

10,000円(累計 40,000円)
録田幸裕会員……準米山功労者献金（第2回）

10,000円(累計 20,000円)

この計　　　12件　　　130,000円

■財団BOX（10月９日（金）扱）
大原康宏会員……財団の友献金(第2回)

＄100　10,500円 (累計＄12,200)
久保田啓藏会員…財団の友献金(第4回)

＄100　10,500円 (累計＄10,400）

この計　　　2件　　　＄200　　　21,000円 Vol.48  No13（第2243）－１ 2020年（令和２年）10月16日（金）
地域社会の経済発展・米山月間

国際ロータリー第2820地区ガバナーエレクト事務
所が開設されました。
住　所：〒308－0856

筑西市伊佐山160-8　平成ホテル７階711号室
連絡先：TEL 0296-45-8885

FAX 0296-45-8770
E-mail 21-22@rid2820.jp

執務時間：10:00～16:00（土・日・祝祭日は休業）
　ガバナーエレクト　　新井和雄氏（下館RC）
　地区幹事　　　　　　早瀬浩一氏（下館RC）
　地区資金委員　　　　永井啓一氏（下館RC）

ガバナー事務所からのお知らせ
　My ROTARYのリニューアルが行われ２カ月余り
が経過しましたが、未だ修正中の問題も多く、クラ
ブ・地区の皆様にはお手数をおかけしております。
大変申し訳ございませんが、修正まで今しばらくお
時間を頂戴できますよう、お願い申し上げます。

第５回定例理事会
日　時：11月２日㈪　18:00～（懇親会 19:00～）
場　所：水戸プラザホテル
※メークアップになりますので、懇親会にご出席の
方は幹事までご連絡ください。

次回例会日程
日　時：10月23日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
卓　話：「地域社会の経済発展月間に因んで」

㈱ウィルトラスト 代表取締役　礒﨑博文氏
　　　（ROYALグリーン勝田、

ROYALグリーン内原のゴルフ練習場を運営）

１

２

３

４

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈我等の生業〉※ご静聴ください
 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. 米山功労クラブ感謝状伝達（第48回）
 6. 雑誌の時間「ロータリーの友10月号」

 雑誌委員会
 7. 親睦の時間「10月誕生祝」 親睦活動委員会

 ３日 人見光一　 ４日 櫻井盛二
10日 川﨑英輝、瀬浪純恵
18日 菊池秀機　20日 根本 次、飯嶋秀郎
23日 谷島孝明　31日 鈴木忠夫

 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「米山月間に因んで」

鈴木由紀子米山記念奨学委員長　　　　
米山奨学生　ス ミャッ ノー アウンさん

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

10月第３例会プログラム
2020年10月16日（金）

さくさくサラダ

翡翠造りとろみスープ

細切りビーフのオイスターソース炒め

ぷりぷり海老と卵のチリソース

白飯・ザーサイ

柔らか杏仁
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 4. ロータリーの時間 志村　保会長
 5. 米山功労クラブ感謝状伝達（第48回）
 6. 雑誌の時間「ロータリーの友10月号」

 雑誌委員会
 7. 親睦の時間「10月誕生祝」 親睦活動委員会

 ３日 人見光一　 ４日 櫻井盛二
10日 川﨑英輝、瀬浪純恵
18日 菊池秀機　20日 根本 次、飯嶋秀郎
23日 谷島孝明　31日 鈴木忠夫

 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「米山月間に因んで」

鈴木由紀子米山記念奨学委員長　　　　
米山奨学生　ス ミャッ ノー アウンさん

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

10月第３例会プログラム
2020年10月16日（金）

さくさくサラダ

翡翠造りとろみスープ

細切りビーフのオイスターソース炒め

ぷりぷり海老と卵のチリソース

白飯・ザーサイ

柔らか杏仁


