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●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

11月第２例会　11月13日（金）
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前週訂正出席率66.25％
（　）は、Zoom85名 41＋（5）名 39名 62.16％11月第２例会（11月13日）

出席状況

Vol.48  No17（第2247）－１ 2020年（令和２年）11月20日（金）
ロータリー財団月間

 1. 点鐘・開会
 2. 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
 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. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 石川啓司会員（第５回）
 6. 米山功労者感謝状伝達

大金　誠会員（第８回）篠原　勉会員（第５回）
橋本　哲会員（第５回）志村　保会員（第４回） 
深谷　智会員（第３回）高柳益美会員（第２回）
二川隆司会員（第１回）久信田秀一会員（第１回）

 7. 米山奨学金授与 ス ミャッ ノー アウンさん
 8. 親睦の時間「11月誕生祝」 親睦活動委員会

14日 河野正政　19日 柏　　茂
21日 上野義哉　24日 天　茂彦
27日 二川隆司　28日 川上正一 

 9. 会　食
10. 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）
11. 幹事報告
12. 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）

13. ロータリーソング
14. 点鐘・閉会

11月第３例会プログラム
2020年11月20日（金）

My ROTARY担当者セミナーが開催されます。
日　時：11月29日㈰
　　　　10:00～12:00（アクセス開始9:30）
場　所：オンラインZoom会議室
出席者：小泉正史会員

地区奉仕プロジェクト・ロータリー財団合同研修セ
ミナーが開催されます。
日　時：12月５日㈯　10:00～13:00
場　所：ホテルグランド東雲
出席者：軍司由佳社会奉仕委員長
　　　　川澄千亜紀国際奉仕委員長

1－3奉仕研究会が開催されました。
参加者（敬称略）　　　　　　　　　（18名）
志村　保、篠原　勉、井澤卓司、水口二良、
笹館康男、鈴木憲一、大原康宏、奈良早苗、
長洲雅彦、高柳益美、原口一吉、宇留野秀一、
金原和美、小泉正史、高梨博行、山下真悟、
長岡秀典、鈴木さちよ
　　　　　　　　　
次回例会日程
日　時：11月27日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
卓　話：「ロータリー財団月間に因んで」

宇留野秀一地区ロータリー財団補助金委員長

１

２

３

４

志村　保会員……
鈴木由紀子会員…
髙野　賢会員・米川幸喜会員・上野義哉会員
　　　　　　……
島根昌明会員・北原　実会員
　　　　　　……
菊池秀機会員……

橋本　哲会員……

原口一吉会員……
録田幸裕会員……
深谷　智会員……
石川啓司会員……
小泉正史会員……
金原和美会員……

山下会員、ご結婚おめでとうございます。
山下会員、おめでとうございます。

山下会員、ご結婚おめでとうございます。

山下会員、ご結婚おめでとう。
新型コロナウイルス警報発令中。皆様気をつけ
て活動しましょう。
母校の茗渓学園が第100回全国大会出場に決定
致しました。
山ちゃん、ご結婚おめでとう！！
山下君、おめでとうございます、
山ちゃん、おめでとう！！
山下真悟会員、ご結婚おめでとうございます。
山下君、おめでとうございます。
山下会員、ご結婚おめでとうございます！末永
くお幸せに！

■米山BOX（11月13日（金）扱）
北原　実会員……米山功労者献金（第９・10回）

20,000円（累計300,000円）
赤岩賢二会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計210,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 80,000円）

■財団BOX（11月13日（金）扱）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第５回）

$100　10,400円（累計$10,500）
篠原　勉会員……財団の友献金（第７回）

$100　10,400円（累計 $6,700）
北原　実会員……財団の友献金（第７・８回）

$200　20,800円（累計 $3,800）
根本祐次会員……財団の友献金（第８回）

$100　10,400円（累計 $3,800）
赤岩賢二会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,400円（累計 $3,300）
中川勝義会員……財団の友献金（第10回）

$100　10,400円（累計 $3,000）
軍司由佳会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,400円（累計 $1,200）
録田幸裕会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,400円（累計 $300）

この計　　　３件　　　40,000円

この計　　　８件　　　$900　　　93,600円

■会員メークアップ
11/８　水戸東RC創立35周年記念例会

志村　保　　小川啓子

■ニコニコBOX（11月13日（金）扱）

この計　　　15件　　　42,000円

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ピン伝達　石井浩一会員（第３回）

志村保会長より結婚祝い贈呈
山下真悟会員

山下会員おめでとうございます 次年度理事・役員の指名
篠原勉会長エレクト

ロータリー財団月間に因んで～水戸南ＲＣの取り組
み～「地区補助金」　軍司由佳社会奉仕委員長

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」　川澄千亜紀国際奉仕委員長

本日の食事



ります。どちらの目標でも２桁の成長を目指し、決
してロータリーファミリー全体を見失わないように
します」
　ジョーンズ氏は、ウィンザーにある Media Street 
Productions Inc. の創業者兼社長です。ウィンザー
大学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会
議所の会頭を務めた他、その奉仕活動がたたえら
れ、ＹＭＣＡ Peace Medallion、Queen’s Diamond 
Jubilee Medal を受勲し、カナダ人初のウェイン州
立大学 Peacemaker of the Year Award を受賞し
ています。また、法学の博士号（LL.D.）を有して
います。
　現ロータリー財団管理委員でもあるジョーンズ氏
は、1997年にロータリーに入会し、RI副会長、理
事、研修リーダー、各種委員会委員長、モデレー
ター、ガバナーを歴任しました。また、ロータリー
強化諮問グループ委員長を務め、ロータリーのブラ
ンド活性化の取り組みで、リーダー的役割を担いま
した。現在は、ポリオ根絶活動のために１億
5,000万ドルのファンドレイジングを目指す、
「End Polio Now：歴史をつくるカウントダウン
キャンペーン委員会」の共同委員長を務めていま
す。最近では、新型コロナウイルス感染症対応の
ためのファンドレイジングを目的としたテレソン
（長時間放送のテレビ番組）を先導。このイベン
トは６万5,000人以上が視聴しました。
　ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団功
労表彰状を受賞している他、夫のニック・クラヤ
シッチさんと共に、アーチ・クランフ・ソサエ
ティ、ポール・ハリス・ソサエティ、ロータリー財
団遺贈友の会の会員です。

-Ryan Hyland 
（ロータリーの友11月号より）

義」です。
　そこで私が常に意識してきたのは、「挑戦」、
「スピード感」、「選択と集中」です。
こうした状況の中、成功するためには、失敗を
恐れずに何度も新しいことに挑戦して、新しい
道を見つけていくしかありません。
　そのため、この３つを庁内で徹底して、３年
間全力で走ってまいりました。
　その結果、企業誘致においては、２年連続全
国トップの実績を上げるとともに、工場だけで
はなく本社機能や研究開発拠点16件の誘致を
実現しました。農産物の輸出額は、私が直接
セールスするなど、この３年間で５倍に拡大い
たしました。
　医療の面でも、地域の中核病院の機能を守る
ため、病院と診療科を特定した16ポストを２年
間で確保することを目標に掲げ、ほぼ100％
達成しました。
　教育の面では、中高一貫教育校10校の設置
を決定するとともに、サイエンス専科高校、IT
専科高校の設置を予定しております。
　さらに、歴史的景観の復元など魅力向上策の
実現に向けた偕楽園の有料化や、茨城県フラ
ワーパークのリニューアルなど、本県の魅力を
最大限に引き出す取り組みを進めております。
こうした中、平成29年度県民経済計算結果に
おいて、県内総生産は名目・実質ともに経済成
長率が全国第１位、１人当たり県民所得は第７
位となり、また、長年最下位だった魅力度ラン
キングが、今年42位になって全国的に大きな
話題になりました。
 これらのことは、本県の潜在能力の高さを改
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11月第１例会（11月６日㈮）卓話 11月第１例会（11月６日㈮）卓話

茨城県知事　大井川和彦 氏

卓話「～新しい茨城への挑戦～」

　皆様、このコロナ禍の中、大変な状況でご苦
労されていらっしゃることと思います。
　茨城県も第一波の時から、先手先手で検査機
能の拡充或いは病床の拡充、軽症者用宿泊施設
など様々な対策を講じてまいりましたが、冬に
向けてさらに警戒を強めなければいけない状況
になっております。
　県では、対策の透明化を図るため、「茨城版
コロナNext」を発表し、客観的指標に基づき
感染状況をステージ１からステージ４まで定義
し、ステージ毎の対策を示すとともに、濃厚接
触者の見逃しによる感染拡大を避けるため、
「いばらきアマビエちゃん」により、登録者が
感染者と同じ日に同じ施設を使った場合にメー
ルで連絡し、検査につなげる体制を整えており
ます。
　また、今後インフルエンザの同時流行が懸念
される中、県医師会にご協力いただき、600
以上の診療所で相談・受診できる体制を整備し
ているところです。
　これからも新しい生活様式をしっかりと守る
とともに、過度にコロナを恐れず、感染を抑え
こみながら、経済を回していくことが重要なの
ではないかと思っております。
　さて、私が知事になってから３年たちました
が、就任当初から人口減少を意識しておりまし
た。特に15歳から64歳、いわゆる生産年齢人
口が30年間で2000万人減ると言われており
ます。さらに昨年の台風災害や今年のコロナ禍
のように、想定外のことが起きる中で、県をさ
らに発展させていくために一番の障害となるの
が、今までと同じようにやる「ことなかれ主

氏を選出。10月１日までに対抗候補者が出なかっ
たため、RI会長ノミニーとして宣言されました。就
任すれば、115年に及ぶロータリーの歴史で初の
女性RI会長となります。
　ロータリーの行動計画は、ロータリーによるイン
パクトを高めるための推進剤であるとジョーンズ氏
は話します。「新しい戦略的優先事項を検討するに
当たって、近年の歴史の中でも紛れもなく最も重大
な時期に、ロータリーの『適応力』が鍵になろうと
は誰も予想していませんでした」と、自身のビジョ
ンの中で述べています。「希望の兆しは最も困難な
状況から生まれるものです。測定可能な目標を基軸
として、私はこの歴史的な状況下において、今日の
現実を反映した機会を捉え、培い、伝えていきま
す」
　女性初のRI会長に指名されるに当たり、ジョーン
ズ氏はロータリーの「多様性、公平性、包括性に関
する声明」の重要性を理解しています。「『多様性、
公平性、包括性』を最優先し、女性会員や40歳未
満の会員を増やすには、まずリーダー陣がこれを実
践し、そのメンバー構成に反映させていく必要があ

　2022-23年度国際ロータ
リー（RI）会長として、カナ
ダ・オンタリオ州ウィン
ザー・ローズランド・ロータ
リークラブ（RC）会員の
ジェニファー Ｅ．ジョーンズ

エバンストン便り
ＥＶＡＮＳＴＯＮ

初の女性RI会長ノミニー
ジェニファー Ｅ．ジョーンズ 氏

めて証明したものと考えております。
 これからの時代は、自ら考え、自らの未来を
切り開く、そういう行動力のある県になること
が重要だと思います。

　ぜひ茨城県をそういう県にしていきたいと
思っております。
　ご清聴ありがとうございました。

ります。どちらの目標でも２桁の成長を目指し、決
してロータリーファミリー全体を見失わないように
します」
　ジョーンズ氏は、ウィンザーにある Media Street 
Productions Inc. の創業者兼社長です。ウィンザー
大学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会
議所の会頭を務めた他、その奉仕活動がたたえら
れ、ＹＭＣＡ Peace Medallion、Queen’s Diamond 
Jubilee Medal を受勲し、カナダ人初のウェイン州
立大学 Peacemaker of the Year Award を受賞し
ています。また、法学の博士号（LL.D.）を有して
います。
　現ロータリー財団管理委員でもあるジョーンズ氏
は、1997年にロータリーに入会し、RI副会長、理
事、研修リーダー、各種委員会委員長、モデレー
ター、ガバナーを歴任しました。また、ロータリー
強化諮問グループ委員長を務め、ロータリーのブラ
ンド活性化の取り組みで、リーダー的役割を担いま
した。現在は、ポリオ根絶活動のために１億
5,000万ドルのファンドレイジングを目指す、
「End Polio Now：歴史をつくるカウントダウン
キャンペーン委員会」の共同委員長を務めていま
す。最近では、新型コロナウイルス感染症対応の
ためのファンドレイジングを目的としたテレソン
（長時間放送のテレビ番組）を先導。このイベン
トは６万5,000人以上が視聴しました。
　ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団功
労表彰状を受賞している他、夫のニック・クラヤ
シッチさんと共に、アーチ・クランフ・ソサエ
ティ、ポール・ハリス・ソサエティ、ロータリー財
団遺贈友の会の会員です。

-Ryan Hyland 
（ロータリーの友11月号より）

義」です。
　そこで私が常に意識してきたのは、「挑戦」、
「スピード感」、「選択と集中」です。
こうした状況の中、成功するためには、失敗を
恐れずに何度も新しいことに挑戦して、新しい
道を見つけていくしかありません。
　そのため、この３つを庁内で徹底して、３年
間全力で走ってまいりました。
　その結果、企業誘致においては、２年連続全
国トップの実績を上げるとともに、工場だけで
はなく本社機能や研究開発拠点16件の誘致を
実現しました。農産物の輸出額は、私が直接
セールスするなど、この３年間で５倍に拡大い
たしました。
　医療の面でも、地域の中核病院の機能を守る
ため、病院と診療科を特定した16ポストを２年
間で確保することを目標に掲げ、ほぼ100％
達成しました。
　教育の面では、中高一貫教育校10校の設置
を決定するとともに、サイエンス専科高校、IT
専科高校の設置を予定しております。
　さらに、歴史的景観の復元など魅力向上策の
実現に向けた偕楽園の有料化や、茨城県フラ
ワーパークのリニューアルなど、本県の魅力を
最大限に引き出す取り組みを進めております。
こうした中、平成29年度県民経済計算結果に
おいて、県内総生産は名目・実質ともに経済成
長率が全国第１位、１人当たり県民所得は第７
位となり、また、長年最下位だった魅力度ラン
キングが、今年42位になって全国的に大きな
話題になりました。
 これらのことは、本県の潜在能力の高さを改

2－Vol.48  No17（第2247） Vol.48  No17（第2247）－3

11月第１例会（11月６日㈮）卓話 11月第１例会（11月６日㈮）卓話

茨城県知事　大井川和彦 氏

卓話「～新しい茨城への挑戦～」

　皆様、このコロナ禍の中、大変な状況でご苦
労されていらっしゃることと思います。
　茨城県も第一波の時から、先手先手で検査機
能の拡充或いは病床の拡充、軽症者用宿泊施設
など様々な対策を講じてまいりましたが、冬に
向けてさらに警戒を強めなければいけない状況
になっております。
　県では、対策の透明化を図るため、「茨城版
コロナNext」を発表し、客観的指標に基づき
感染状況をステージ１からステージ４まで定義
し、ステージ毎の対策を示すとともに、濃厚接
触者の見逃しによる感染拡大を避けるため、
「いばらきアマビエちゃん」により、登録者が
感染者と同じ日に同じ施設を使った場合にメー
ルで連絡し、検査につなげる体制を整えており
ます。
　また、今後インフルエンザの同時流行が懸念
される中、県医師会にご協力いただき、600
以上の診療所で相談・受診できる体制を整備し
ているところです。
　これからも新しい生活様式をしっかりと守る
とともに、過度にコロナを恐れず、感染を抑え
こみながら、経済を回していくことが重要なの
ではないかと思っております。
　さて、私が知事になってから３年たちました
が、就任当初から人口減少を意識しておりまし
た。特に15歳から64歳、いわゆる生産年齢人
口が30年間で2000万人減ると言われており
ます。さらに昨年の台風災害や今年のコロナ禍
のように、想定外のことが起きる中で、県をさ
らに発展させていくために一番の障害となるの
が、今までと同じようにやる「ことなかれ主

氏を選出。10月１日までに対抗候補者が出なかっ
たため、RI会長ノミニーとして宣言されました。就
任すれば、115年に及ぶロータリーの歴史で初の
女性RI会長となります。
　ロータリーの行動計画は、ロータリーによるイン
パクトを高めるための推進剤であるとジョーンズ氏
は話します。「新しい戦略的優先事項を検討するに
当たって、近年の歴史の中でも紛れもなく最も重大
な時期に、ロータリーの『適応力』が鍵になろうと
は誰も予想していませんでした」と、自身のビジョ
ンの中で述べています。「希望の兆しは最も困難な
状況から生まれるものです。測定可能な目標を基軸
として、私はこの歴史的な状況下において、今日の
現実を反映した機会を捉え、培い、伝えていきま
す」
　女性初のRI会長に指名されるに当たり、ジョーン
ズ氏はロータリーの「多様性、公平性、包括性に関
する声明」の重要性を理解しています。「『多様性、
公平性、包括性』を最優先し、女性会員や40歳未
満の会員を増やすには、まずリーダー陣がこれを実
践し、そのメンバー構成に反映させていく必要があ

　2022-23年度国際ロータ
リー（RI）会長として、カナ
ダ・オンタリオ州ウィン
ザー・ローズランド・ロータ
リークラブ（RC）会員の
ジェニファー Ｅ．ジョーンズ

エバンストン便り
ＥＶＡＮＳＴＯＮ

初の女性RI会長ノミニー
ジェニファー Ｅ．ジョーンズ 氏

めて証明したものと考えております。
 これからの時代は、自ら考え、自らの未来を
切り開く、そういう行動力のある県になること
が重要だと思います。

　ぜひ茨城県をそういう県にしていきたいと
思っております。
　ご清聴ありがとうございました。



ります。どちらの目標でも２桁の成長を目指し、決
してロータリーファミリー全体を見失わないように
します」
　ジョーンズ氏は、ウィンザーにある Media Street 
Productions Inc. の創業者兼社長です。ウィンザー
大学の理事長、ウィンザー・エセックス地域商工会
議所の会頭を務めた他、その奉仕活動がたたえら
れ、ＹＭＣＡ Peace Medallion、Queen’s Diamond 
Jubilee Medal を受勲し、カナダ人初のウェイン州
立大学 Peacemaker of the Year Award を受賞し
ています。また、法学の博士号（LL.D.）を有して
います。
　現ロータリー財団管理委員でもあるジョーンズ氏
は、1997年にロータリーに入会し、RI副会長、理
事、研修リーダー、各種委員会委員長、モデレー
ター、ガバナーを歴任しました。また、ロータリー
強化諮問グループ委員長を務め、ロータリーのブラ
ンド活性化の取り組みで、リーダー的役割を担いま
した。現在は、ポリオ根絶活動のために１億
5,000万ドルのファンドレイジングを目指す、
「End Polio Now：歴史をつくるカウントダウン
キャンペーン委員会」の共同委員長を務めていま
す。最近では、新型コロナウイルス感染症対応の
ためのファンドレイジングを目的としたテレソン
（長時間放送のテレビ番組）を先導。このイベン
トは６万5,000人以上が視聴しました。
　ジョーンズ氏は超我の奉仕賞、ロータリー財団功
労表彰状を受賞している他、夫のニック・クラヤ
シッチさんと共に、アーチ・クランフ・ソサエ
ティ、ポール・ハリス・ソサエティ、ロータリー財
団遺贈友の会の会員です。

-Ryan Hyland 
（ロータリーの友11月号より）

義」です。
　そこで私が常に意識してきたのは、「挑戦」、
「スピード感」、「選択と集中」です。
こうした状況の中、成功するためには、失敗を
恐れずに何度も新しいことに挑戦して、新しい
道を見つけていくしかありません。
　そのため、この３つを庁内で徹底して、３年
間全力で走ってまいりました。
　その結果、企業誘致においては、２年連続全
国トップの実績を上げるとともに、工場だけで
はなく本社機能や研究開発拠点16件の誘致を
実現しました。農産物の輸出額は、私が直接
セールスするなど、この３年間で５倍に拡大い
たしました。
　医療の面でも、地域の中核病院の機能を守る
ため、病院と診療科を特定した16ポストを２年
間で確保することを目標に掲げ、ほぼ100％
達成しました。
　教育の面では、中高一貫教育校10校の設置
を決定するとともに、サイエンス専科高校、IT
専科高校の設置を予定しております。
　さらに、歴史的景観の復元など魅力向上策の
実現に向けた偕楽園の有料化や、茨城県フラ
ワーパークのリニューアルなど、本県の魅力を
最大限に引き出す取り組みを進めております。
こうした中、平成29年度県民経済計算結果に
おいて、県内総生産は名目・実質ともに経済成
長率が全国第１位、１人当たり県民所得は第７
位となり、また、長年最下位だった魅力度ラン
キングが、今年42位になって全国的に大きな
話題になりました。
 これらのことは、本県の潜在能力の高さを改
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 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. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 石川啓司会員（第５回）
 6. 米山功労者感謝状伝達

大金　誠会員（第８回）篠原　勉会員（第５回）
橋本　哲会員（第５回）志村　保会員（第４回） 
深谷　智会員（第３回）高柳益美会員（第２回）
二川隆司会員（第１回）久信田秀一会員（第１回）

 7. 米山奨学金授与 ス ミャッ ノー アウンさん
 8. 親睦の時間「11月誕生祝」 親睦活動委員会

14日 河野正政　19日 柏　　茂
21日 上野義哉　24日 天　茂彦
27日 二川隆司　28日 川上正一 

 9. 会　食
10. 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）
11. 幹事報告
12. 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）

13. ロータリーソング
14. 点鐘・閉会

11月第３例会プログラム
2020年11月20日（金）

My ROTARY担当者セミナーが開催されます。
日　時：11月29日㈰
　　　　10:00～12:00（アクセス開始9:30）
場　所：オンラインZoom会議室
出席者：小泉正史会員

地区奉仕プロジェクト・ロータリー財団合同研修セ
ミナーが開催されます。
日　時：12月５日㈯　10:00～13:00
場　所：ホテルグランド東雲
出席者：軍司由佳社会奉仕委員長
　　　　川澄千亜紀国際奉仕委員長

1－3奉仕研究会が開催されました。
参加者（敬称略）　　　　　　　　　（18名）
志村　保、篠原　勉、井澤卓司、水口二良、
笹館康男、鈴木憲一、大原康宏、奈良早苗、
長洲雅彦、高柳益美、原口一吉、宇留野秀一、
金原和美、小泉正史、高梨博行、山下真悟、
長岡秀典、鈴木さちよ
　　　　　　　　　
次回例会日程
日　時：11月27日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
卓　話：「ロータリー財団月間に因んで」

宇留野秀一地区ロータリー財団補助金委員長
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志村　保会員……
鈴木由紀子会員…
髙野　賢会員・米川幸喜会員・上野義哉会員
　　　　　　……
島根昌明会員・北原　実会員
　　　　　　……
菊池秀機会員……

橋本　哲会員……

原口一吉会員……
録田幸裕会員……
深谷　智会員……
石川啓司会員……
小泉正史会員……
金原和美会員……

山下会員、ご結婚おめでとうございます。
山下会員、おめでとうございます。

山下会員、ご結婚おめでとうございます。

山下会員、ご結婚おめでとう。
新型コロナウイルス警報発令中。皆様気をつけ
て活動しましょう。
母校の茗渓学園が第100回全国大会出場に決定
致しました。
山ちゃん、ご結婚おめでとう！！
山下君、おめでとうございます、
山ちゃん、おめでとう！！
山下真悟会員、ご結婚おめでとうございます。
山下君、おめでとうございます。
山下会員、ご結婚おめでとうございます！末永
くお幸せに！

■米山BOX（11月13日（金）扱）
北原　実会員……米山功労者献金（第９・10回）

20,000円（累計300,000円）
赤岩賢二会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計210,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 80,000円）

■財団BOX（11月13日（金）扱）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第５回）

$100　10,400円（累計$10,500）
篠原　勉会員……財団の友献金（第７回）

$100　10,400円（累計 $6,700）
北原　実会員……財団の友献金（第７・８回）

$200　20,800円（累計 $3,800）
根本祐次会員……財団の友献金（第８回）

$100　10,400円（累計 $3,800）
赤岩賢二会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,400円（累計 $3,300）
中川勝義会員……財団の友献金（第10回）

$100　10,400円（累計 $3,000）
軍司由佳会員……財団の友献金（第２回）

$100　10,400円（累計 $1,200）
録田幸裕会員……財団の友献金（第３回）

$100　10,400円（累計 $300）

この計　　　３件　　　40,000円

この計　　　８件　　　$900　　　93,600円

■会員メークアップ
11/８　水戸東RC創立35周年記念例会

志村　保　　小川啓子

■ニコニコBOX（11月13日（金）扱）

この計　　　15件　　　42,000円

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ピン伝達　石井浩一会員（第３回）

志村保会長より結婚祝い贈呈
山下真悟会員

山下会員おめでとうございます 次年度理事・役員の指名
篠原勉会長エレクト

ロータリー財団月間に因んで～水戸南ＲＣの取り組
み～「地区補助金」　軍司由佳社会奉仕委員長

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」　川澄千亜紀国際奉仕委員長

本日の食事


