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

週 報
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ロータリー財団月間

幹 事 報 告

2020年11月６日（金）
11月第１例会プログラム
1.
2.
3.
4.

１ 11月のロータリーレート
１ドル=104円

点鐘・開会

国歌斉唱・ロータリーソング〈四つのテスト〉※ご静聴ください

ビジター・ゲスト紹介
ロータリーの時間「大井川知事をお迎えして」
志村 保会長
5.「2019-2020年度 END POLIO NOW：
歴史をつくるカウントダウン」感謝状伝達
小路 實直前会長
6. 会 食
7. 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）
8. 幹事報告
9. 卓話「〜新しい茨城への挑戦〜」
茨城県知事 大井川和彦氏
10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

10月24日㈯ おひさま食堂

於 双葉台市民センター

３ 水戸東RC創立35周年記念例会が開催されます。
日 時：11月８日㈰
11:00〜 記念例会
12:10〜 記念講演
（講演者：高橋 靖水戸市長）
場 所：三の丸ホテル ４階
出席者：志村 保会長、小川啓子幹事
４ 1−3奉仕研究会が開催されます。
日 時：11月11日㈬ Ⅰ部・勉強会18:30〜19:00
Ⅱ部・懇親会19:00〜
場 所：水戸プラザホテル 中国料理「四川飯店」
会 費：6,000円
５ 水戸市内RCの例会日時・場所臨時変更及び休会のお知らせ
水 戸RC…11月の例会場は三の丸ホテル
水戸西RC…11月11日㈬ 於 水戸プラザホテル
25日㈬ 定款第７条第１節により休会
水戸東RC…11月12日㈭→11月８日㈰ 11:00〜
（創立35周年記念例会の為）
11月26日㈭→11月28日㈯ 15:30〜
（第３分区IMにZoom参加）
６ 次回例会日程
日 時：11月13日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
卓 話：
「グローバルグラントを利用した
水戸南RCの取り組みpart1・part2」
川澄千亜紀国際奉仕委員長
軍司 由佳社会奉仕委員長

おひさま食堂！みなさんご協力ありがとうございます

国際ロータリー第2820地区

２ 10月24日㈯ おひさま食堂が開催されました。
参加者
（15名）
志村、鈴木（憲）、塩沢、小川、宇留野、原口、
深谷、軍司、石井、川﨑（英）
、金原、久保田（規）
、
長洲、上野、米川

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

●会 長
●幹 事
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◆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
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10月第４例会 10月23日（金）
■ゲスト

■米山BOX（10月23日（金）扱）

㈱ウィルトラスト 代表取締役 礒﨑博文 氏
〃
荒川撤平 氏、井上智香子 氏

■ニコニコBOX（10月23日（金）扱）
小川啓子会員……礒﨑様、今日の卓話楽しみにしています。入会
も宜しくお願いします。
大金 誠会員……礒﨑様、卓話有難うございます。
松本隆史会員……礒﨑様、卓話宜しくお願いします。
篠原 勉会員……礒﨑様、御入会お待ちしております。
髙橋伸之会員……経営デザイン認定ランクアップ賞を受賞しまし
た。これからの10年をデザイン、これからが重
要。
軍司由佳会員……礒﨑様、今日は宜しくお願いします。
原口一吉会員……皆様の健康を祈ります！！
鈴木由紀子会員…礒﨑様、宜しくお願い致します。
鈴木さちよ会員…礒﨑様、卓話楽しみにしております。
小路 實会員……礒﨑博文様、今日の卓話楽しみにしています。
金原和美会員……礒﨑様、本日は有難うございます。これからも
一緒に会食ができるよう願っております！
この計
月 計
累 計

11件
63件
267件

29,000円
209,000円
877,000円

■会員メークアップ
10/16

地区財団監査委員会

財団・米山各委員会のメンバー

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」礒﨑博文氏

令和２年11月２日㈪ 18:00〜
水戸プラザホテル2F メロディールーム
水戸市千波町2078-1 ☎305-8111
出席者 役
員 志村 保
篠原 勉
粂田信行
小川啓子
小路 實
理
事 長洲雅彦
軍司由佳
太田聖史
石井浩一
上野義哉
鈴木由紀子
金原和美
岡村太郎
谷島孝明
高柳益美
議事・決議事項
⑴志村会長 挨拶
・10月28日㈬に水戸市歴史文化財課と設置する案内板の
打ち合わせをしてきた。
⑵11・12月プログラムについて
・外部ゲストの時は、卓話の時間が長くなるので、会務・幹
事報告は翌週の週報を見てもらうこととする。
・12月18日㈮はクラブ忘年会とし、
夜の例会とする。
ホテル側と料理の内容を相談して1,000〜2,000円を徴収。
⑶次年度の役員・理事・委員長
（案）
について…承認
⑷創立50周年記念事業の委員長について
・記念事業の委員長には、井澤卓司元会長にお願いした。

10月第４例会（10月23日）
出席状況

3件

$200

21,645円

■米山BOX（10月23日（金）扱）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第４回）
10,000円（累計740,000円）
粂田信行会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計570,000円）
志村 保会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計400,000円）
兼子充裕会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計250,000円）
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計180,000円）
原口一吉会員……準山功労者献金（第７回）
10,000円（累計 70,000円）
鈴木さちよ会員…準米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計 20,000円）
７件

70,000円

素晴らしい卓話に、みなさん引き込
まれて拝聴しておりました

第５回定例理事会

時
所

出席報告

この計

この計

宇留野秀一

2020-2021年度
日
場

笹館康男会員……財団の友献金（第５回）
$100 10,500円（累計$13,500）
米川幸喜会員……財団の友献金（第５回）
$100 10,500円（累計 $2,500）
月例献金（10月分）…645円

礒﨑さん卓話ありがとうございまし
た！是非 水戸南RCの仲間に！

議事録

⑸新会員について
⑹その他
・水戸市内６ＲＣ会長幹事会の議題について
・次年度の地区委員の推薦
宇留野秀一会員、二川隆司会員、人見光一会員の３名を推
薦する。
・１月８日㈮ 移動例会
（駐車場、
スケジュール、
弁当、玉串料ｅ
ｔ
ｃ）
当日の進行に関しては、検討する。
・ＩＭのＺoom参加について
水戸プラザホテルにて、開催する。
現在17名が参加予定。
・上半期実績報告・下期活動計画について
今月中に案内を出し、12月末までに提出してもらう。
・１月の新年家族例会について
会員だけの集まりとし、家族にはお土産を考える。
・池田ガバナーから依頼された公益財団法人麻薬・覚せい
剤乱用防止センターの募金について
11月いっぱい募金箱を設置し、集まった金額を寄付する。
・柴山ガバナー補佐から依頼の大井川知事の卓話オンラ
ン放送について
日にちが無いためお断りする。

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

85名

47＋（4）名

34名

64.56％

前週訂正出席率72.15％
（ ）
は、Zoom

