水戸南
ロータリークラブ
Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

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
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地域社会の経済発展・米山月間

幹 事 報 告

2020年10月23日（金）
10月第４例会プログラム
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点鐘・開会
ロータリーソング〈それでこそロータリー〉※ご静聴ください
ビジター・ゲスト紹介
ロータリーの時間
志村 保会長
会 食
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. 卓話「人を地域を社会を！すべてを
幸せにするインサイドアウト経営」
㈱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運営）

9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会
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蟹と菊菜柿白和え 茄子揚げ煮 白髪葱
菊花蕪 丸十レモン煮 勘八照焼き
鶏山椒焼き 烏賊銀杏焼き
鶉玉子西京漬柿見立て
海老かき餅揚げ 鱚五色揚げ
菊花椎茸 菊葉
子持ち鮎甘露煮 ミニミニ飛龍頭
牛蒡南瓜射込み 針打ち人参 紅葉麩
御飯 ゆかり
べったら漬 胡瓜 佃煮
赤出汁

国際ロータリー第2820地区

２ 第３分区チャリティ親睦ゴルフ大会が開催されます。
期 日：11月28日㈯
場 所：宍戸ヒルズカントリークラブ
笠間市南小泉1340 TEL.0296-77-2141
集 合：AM7:00（雨天決行、荒天中止。各自40分前に受付）
スタート：東コース 7:28〜9:00（in、out25組〜28組）
費 用：プレイ費14,800円（キャディ・昼食込）
各自精算、参加費3,000円
申込締切：10月30日㈮
※申し込みは米川幸喜会員にお願いします。
３ 1−3奉仕研究会が開催されました。
日 時：10月14日㈬ 18:30〜
場 所：水戸プラザホテル「よし川」
参加者（敬称略）
（22名）
岡村、鈴木（さ）、島根、二川、松本、録田、小泉、
高柳、原口、篠原、山下、長岡、石川、兼子、大原、
高梨、上野、谷島、米川、長洲、井澤、水口

会 食メニュー
焼八寸

１ 第３分区インターシティー・ミーティング（IM）が開催されます。
日 時：11月28日㈯ 15:30〜（Zoom参加可）
場 所：宍戸ヒルズカントリークラブ レストラン2F特設会場
講 演：16:00〜
演 題：ロータリー四つのテストとゴルフ規則「エチケット」
公益財団法人 日本ゴルフ協会
専務理事（COO） 山中 アンディ 博史氏
登録料：2,000円（Zoom出席は無料）
※本日中にご出欠を事務局までお願いします。

４ 水戸市内6RC会長・幹事会が開催されます。
日 時：11月９日㈪ 18:30〜
場 所：水戸プラザホテル２階（グリーンルーム）
５ 次回例会日程
日 時：11月６日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
卓 話：「〜新しい茨城への挑戦〜」
茨城県知事 大井川和彦氏
※10月30日㈮ー定款第７条第１節により休会ー

水戸南ロータリークラブ

■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
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10月第３例会 10月16日（金）
■ゲスト

■米山BOX（10月16日（金）扱）

米山奨学生 ス ミャッ ノー アウンさん

塩沢富夫会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計970,000円）
笹館康男会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計750,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計590,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計580,000円）
篠原 勉会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計500,000円）
根本祐次会員……米山功労者献金（第４回）
10,000円（累計340,000円）
深谷 智会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計300,000円）
小川啓子会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計280,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第１０回）
10,000円（累計200,000円）
金原和美会員……準米山功労者献金（第５・６回）
20,000円（累計 60,000円）
鈴木由紀子会員…準米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計 60,000円）

■ニコニコBOX（10月16日（金）扱）
久保田規子会員…先週は、お疲れ様でした。司会終わって良かっ
た！
！
菊池秀機会員……誕生祝い有難うございます。
原口一吉会員……米山奨学生のスーちゃん可愛いね！
石川啓司会員……先週末に予定していた大洗海岸でのビーチクリー
ンアップ（ゴミ調査）が雨天中止になりました。
30年来の活動ですが、社会が追いついてきまし
た。
鈴木由紀子会員…10月誕生日おめでとうございます。
金原和美会員……10月お誕生日の皆様おめでとうございます！
この計

６件

16,000円

■会員メークアップ
10/11

10/12
10/14
10/16

第41回ライラセミナー
志村 保
鈴木憲一
篠原 勉
太田聖史
長洲雅彦
宇留野秀一
北海道2500REC
野口英壽
水戸西RC
大金 誠
北海道2500REC
野口英壽
人見光一

この計

米山功労クラブ感謝状伝達〜前年度会長、小路パスト会長へ 「雑誌の時間」ロータリーの友を手に〜小泉雑誌委員長

11件

120,000円

「10月誕生祝」10月誕生月のみなさん

卓話「米山月間に因んで」
スさんはミャンマーの国について、
詳しく教えてくださいました

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

10月14日㈬ 1ー3奉仕研究会開催

志村年度初めての1ー3奉仕研究会が10月14日㈬に開催されました〜本年度の1ー3会メンバー

出席報告
10月第３例会（10月16日）
出席状況

先輩の方々、たくさんの出席ありがとうございました

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

85名

38＋（9）名

38名

60.26％

前 週訂正出席率76.25％
（ ）
は、Zoom

