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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点鐘・開会

ロータリーソング〈奉仕の理想〉※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
マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
井澤卓司会員（第６回）石井浩一会員（第３回）
結婚祝い贈呈
山下真悟会員
次年度理事・役員指名 篠原 勉会長エレクト
雑誌の時間「ロータリーの友11月号」 雑誌委員会
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）
幹事報告
卓話「ロータリー財団月間に因んで
〜水戸南RCの取り組み〜」
・「グローバル補助金-part1-」
川澄千亜紀国際奉仕委員長
・
「地区補助金-part2-」
軍司由佳社会奉仕委員長
ロータリーソング
点鐘・閉会

会 食メニュー
さくさくサラダ
ナメコのとろみスープ
細ぎりポークのオイスターソース炒め
ぷりぷり海老とふわふわ玉子のチリソース
白飯・ザーサイ
フルーツ入り杏仁豆腐

国際ロータリー第2820地区

１ 会員増強・出席・会報・IT資料・雑誌・社会奉仕
委員会合同家庭集会が開催されました。
日 時：11月９日㈪
場 所：とう粋庵
会 費：3,000円
参加者
（10名）
志村、小川、篠原、岡村、谷島、宇留野、米川、
菊池、小泉、軍司
２ 志村年度SRGゴルフコンペ・総会が開催されます。
日 時：11月25日㈬
場 所：スターツ笠間ゴルフ倶楽部
参加費：3,000円
プレー費：14,300円（税別、キャディ昼食付）
３ 第３分区IM（インターシティ・ミーティング）・
チャリティ親睦ゴルフ大会が開催されます。
日 時：11月28日㈯ 受付15:30
場 所：宍戸ヒルズカントリークラブ
2Fレストラン特設会場
IM参加者（登録料2,000円）
（７名）
志村、井澤、長洲、太田、篠原、鈴木（憲）、
米川
Zoom参加者（Zoom参加者は、無料） （17名）
長谷川、小川、赤岩、深谷、人見、石井、石川、
小泉、小路、粂田、水口、長岡、根本（ ）、大金、
宇留野、谷島、山下
※Zoom会場とし、水戸プラザホテルにて開かれ
ます。参加される会員は、石井副幹事までお申
し出ください。
親睦ゴルフ大会参加者（参加費3,000円） （８名）
志村、篠原、鈴木（憲）、松本、谷島、廣澤、米田、
米川
４ 次回例会日程
日 時：11月20日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
卓 話：
「コロナ禍におけるグローカル教育
−その課題と展望−」
常磐大学・常磐短期大学 学長 富田敬子氏（水戸RC）

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

クラブ会報委員会／委員長：米川幸喜
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卓話（10月第３例会）／11月第１例会

卓話「米山月間に因んで」
米山奨学生
ロータリー水戸南RCにいつも大変お世話に
なっております。10月16日にミャンマーにつ
いて卓話をさせていただきました。
具体的な内容としましては、
◆ミャンマー語でのあいさつ
⑴こんにちは…ミンガラバー
⑵はじめまして／よろしくお願いします
…トゥェヤダーワンターバーデー
⑶お元気ですか…ネーカウンラー
⑷元気です…ネーカウンバーデー
⑸ありがとう…チェズバー
⑹バイバイ…タッター
⑺私の名前は○○です
…チェノ／チェマ ナーメ○○ バー
◆ミャンマーの文字
基本の33文字の紹介

ス ミャッ ノー アウンさん

◆数民族の話
ビルマ族が約７割いること、少数民族が
135種類も存在しているのと多く分けたら８
つあるのを話してもらいました。詳しくの８つ
は、
⑴カチン族
⑵カヤー族
⑶カイン族
⑷チン族
⑸ビルマ族
⑹モン族
⑺ラカイン族
⑻シャン族
◆ミャンマーのお寺と日本のお寺の違い
ミャンマーのお寺に入る時は、日本と違って
靴下屋や靴をぬいて入ることが明らかに見られ
ることを説明しました。
◆観光地
私が紹介させていただいたのが、
⑴シャン州のインレー湖
⑵インレー湖にある遺跡
⑶2019年で世界遺産に登録されたバガン
を実際に自分が撮った写真と共に話させていた
だきました。
その次に、皆様にミャンマーのお正月のクイ
ズも用意して答えていただき、お正月に行われ
る水祭りの事も少し説明いたしました。25分
間程度の話でしたが、皆様が熱心に聞いてくだ
さったので、私も気楽に話ができて、長いよう
で短く感じました。次回も、ミャンマーと日本
の相違点や共通点、大学生活についてや日本語
英語勉強についての話などさせていただきたい
と思っております。これからもどうぞよろしく
お願いします。

11月第１例会

「2019-20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

国歌を聴く大井川和彦知事と小川啓子幹事

卓話「新しい茨城への挑戦」
茨城県知事 大井川和彦氏

大井川知事、本日は卓話ありがとうご
ざいました
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地区財団ニュース９月号より

の上報告書の提出をお忘れなくお願い致します。
（地区補助金担当熊木善一）

各クラブで地区補助金プロジェクトがスタート
前回の財団ニュースで地区補助金を参加各クラブ

なお、地区補助金報告書のフォーマットは池田ガ

への振込させていただいた旨をお伝えしましたが、

バナー事務所ホームページ(最下部「資料ダウン

早速プロジェクトを実施し、報告を提出されたクラ

ロード」)からダウンロードできます。

ブも出てまいりました。改めて、今年度地区補助金
申請の実務を担当した熊木委員からコメントをいた

出前卓話が始まりました。

だきました。

11月財団月間に因んで、10月14日のつくばシティ
RCを皮切りに財団の出前卓話が始まりました。10

2019年12月以降、新型コロナウイルスが中国

月7日現在25クラブからの申込みをいただいてお

湖北省武漢市を中心に発生し、短期間で全世界に蔓

ります。TRFや補助金活動に関する最新の情報を織

延し、日本でも2020年1月に初感染者が報告さ

り込んで卓話をさせていただきます。

れ、今だに先の見えない不安な状況が続いておりま

財団出前卓話に向けてのスライドなどは委員の総

す。未曾有のウイルスとの戦いの渦中、我々ロータ

力で準備をしています。また、１年目の財団委員も

リークラブでも地区で相違が見られるものの、3月

多く卓話にチャレンジします。今年は集合しての卓

より例会が中止と成り、６月からは縮小開催されて

話練習ができなかったため、不慣れな状態でお伺い

おりました。その為、地区補助金申請のクラブが前

させていただくケースも出てまいりますが、暖かく

年より減少してしまいました。

受け入れていただければ幸いです。

中村年度に申請頂いていた52クラブの内、地区
補助金を使ったプロジェクトを止む無く中止とした

対応緊急医療支援プロジェクトの状況について

クラブも見受けられる中、今年池田年度全55クラ
ブの内39クラブが地区補助金申請に対応頂きまし
た。
今年度初の試みとして、奉仕プロジェクトより、
前年度の戻り金と今年度の余剰金を使用しての、
『コロナウイルス緊急プロジェクト』を立ち上げま
した。コロナ渦の中、補助金を使用してのプロジェ
クト計画を断念した10クラブが参画し現在計画進
行中となっています。

地区社会奉仕委員会を中心に進めておりました第

池田正純ガバナーは、『環境問題』に重点を置か

2820地区緊急医療支援プロジェクトにつきまして

れ、８クラブ（大子・大洗・古河中央・下館・結

準備が整い、去る10月14日茨城県庁知事公室にて

城・しもだて紫水・つくば学園・牛久）が『環境保

贈呈式が行われました。

全』に関するプロジェクトを計画しております。

このプロジェクトで保健福祉部長寿福祉推進課宛

まだまだ予断を許さないコロナ渦の中、補助金申

て、医療・介護用使い捨て手袋3,000箱300,000

請をして頂いたクラブがプロジェクトを実施出来る

枚を寄贈させていただきました。中村年度地区補助

のか不安な点もありますが、実施出来た際には『個別

金予算から13,639ドル（DGプロジェクト未実施

プロジェクト報告書』の提出を忘れずにお願い致し

クラブからの返金分含む）と池田年度地区補助金

ます。原則実施1ヶ月後迄には提出となっています。

11,000ドル並びに参加8クラブの拠出金（計65万

提出の際には個別プロジェクト報告書留意点を確認

円）総合計317万円の資金にて実施されました。
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11月第１例会 11月６日（金）
■ゲスト

茨城県知事 大井川和彦 氏

■ビジター

水戸西RC

■財団BOX（11月６日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第９回）

黒木雅宏会員

$100

■ニコニコBOX（11月６日（金）扱）
志村

$1,000

保会員……大井川知事、本日は宜しくお願い致します。

綿引甚介会員……大井川知事、ようこそ水戸南RCへお越し下さい
ました。宜しくお願い申し上げます。
軍司由佳会員……大井川知事、ようこそお越し下さいました。卓
話楽しみにしています。
賢会員……大井川知事、水戸南RCへようこそいらっしゃい
ました。

深谷

原口一吉会員……今日もニコニコ出来ます事に感謝します！！

10,400円（累計 $7,300）

石川啓司会員……昨日、出張で東京へ行って参りました。新宿小
便横丁で軽く呑んで伊勢丹メンズ館で買い物を
しました。水戸へ帰ってくると寂しいです。
山下真悟会員……大井川知事、有難うございます。 新しい茨城へ

61,000円

10,400円（累計 $5,500）
10,400円（累計 $5,400）
10,400円（累計 $4,500）

智会員……財団の友献金（第１回）
10,400円（累計 $4,100）

小川啓子会員……財団の友献金（第９回）

……大井川知事、ようこそ水戸南RCに！

金原和美会員……大井川知事、本日は宜しくお願い致します！

10,400円（累計 $6,100）

哲会員……財団の友献金（第５回）

$100

實会員・小泉正史会員

楽しみにしております。

$100
橋本

$100

……大井川知事、今日は宜しくお願い致します。

$100

10,400円（累計 $3,900）

菊池秀機会員……財団の友献金（第５回）
$100

10,400円（累計 $3,500）

宇留野秀一会員…財団の友献金（第５回）
$100

10,400円（累計 $1,500）

久保田規子会員…財団の友献金（第２回）
$100

10,400円（累計 $1,200）

上野義哉会員……財団の友献金（第８回）
$100

■会員メークアップ
北海道2500REC
水戸西RC

$100

米田英雄会員……財団の友献金（第５回）

川澄千亜紀会員・米川幸喜会員

10/26
11/ ４

10,400円（累計 $7,300）

賢会員……財団の友献金（第３回）

$100

根本祐次会員……大井川県知事、本日は卓話宜しくお願い致します。

18件

髙野

粂田信行会員……財団の友献金（第４回）

勉会員……大井川知事、ようこそ水戸南RCへ。

この計

井澤卓司会員……財団の友献金（第３回）

$100

松本隆史会員……大井川知事、お忙しいところご苦労様です。

の挑戦

10,400円（累計$12,300）

石川啓司会員……財団の友献金（第１回）

久保田啓藏会員…大井川知事の卓話を記念して。

小路

$100
$100

谷島孝明会員……山下君、ご結婚おめでとう！

篠原

104,000円（累計$14,200）

大原康宏会員……財団の友献金（第３回）

川上正一会員……誕生祝い有難うございます。

髙野

10,400円（累計$16,900）

長谷川國雄会員…財団の友献金（第３〜10・１〜２回）

10,400円（累計

$800）

川﨑英輝会員……財団の友献金（第７回）

野口英壽
大金 誠

$100

10,400円（累計

$700)

鈴木さちよ会員…財団の友献金（第２回）
$100
この計

17件

10,400円（累計

$2,600

$200）

270,400円

■米山BOX（11月６日（金）扱）
橋本

哲会員……米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計510,000円）

小泉正史会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計120,000円）
11月９日㈪に「とう粋庵」にて、
６委員会合同の家庭集会が開催されました

出席報告
11月第１例会（11月６日）
出席状況

この計

２件

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

85名

48＋（1）名

36名

62.03％

20,000円

前週訂正出席率67.50％
（ ）
は、Zoom

