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

１月８日（金）
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職業奉仕月間

2021年１月８日（金） 【職場訪問】
於 水戸東照宮

１ １月のロータリーレート
１ドル＝104円

１月第２例会プログラム
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２ 会員動静
・12月末日をもって、天 茂彦会員、草野達也会
員、水越光男会員が退会いたしました。会員数
は、82名となります。
・粂田信行会員の役職名が日宣グループ代表に変更
となります。

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
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）
幹事報告
職場訪問〜水戸東照宮について〜 職業奉仕委員会
卓話「水戸東照宮について」
東照宮 宮司 宮本 章氏
職場訪問記念撮影
拝殿参拝、巫女舞見学
点鐘・閉会

３ 12月19日㈯ おひさま食堂が開催されました。
参加者（敬称略）
（９名）
宇留野秀一、鈴木憲一、塩沢富夫、根本 次、
長洲雅彦、原口一吉、二川隆司、小川啓子、
久保田規子
４ 2020-2021年RI国際大会及びガバナー・ナイトのご案内
・RI国際大会「エネルギッシュな台北を楽しもう」
日 時：６月12日㈯〜16日㈬
場 所：台湾・台北 於 台北南港展覧館（TaiNEX）
登録料：２月15日まで
$365
２月16日〜３月31日 $440
４月 １ 日〜６月16日 $515
※国際大会ウェブサイト：convention.rotary.org
から簡単に登録ができます。
・国際ロータリー第2820地区国際大会ツアー
日 時：６月12日㈯〜15日㈫
中華航空・フーロンホテル桃園エアポートアクセスMRT A8
旅 費：138,000円
・国際ロータリー第2820地区ガバナー・ナイトパーティー
日 時：6月13日㈰ 開場 18:30 開会 19:00
場 所：福容大飯店 桃園空港MRT A8館
登録料：13,000円
※席数に限りがありますのでお早めにお申し込
みください。詳細については新井和雄ガバナー
エレクト事務所までお尋ねください。
TEL 0296-45-8885 FAX 0296-45-8770
E-mail：21-22@rid2820.jp

「親睦の時間・誕生祝い」12月誕生月の皆さん

会長幹事のテーブル(^^)上半期ご苦労様でした

2020年最終例会 豪華なコースランチで

国際ロータリー第2820地区

幹 事 報 告

５ 次回例会日程
日 時：１月15日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：クラブ協議会
「委員会上期実績報告・下期活動計画Ⅰ」

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

志村
小川

保
啓子

◆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

副委員長：菊池秀機

アドバイザー：松本隆史

会長エレクト 篠原
副会長
粂田
副幹事
石井

委員：柏
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勉
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浩一
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12月第３例会 12月18日（金）
■ニコニコBOX（12月18日（金）扱）

■会員メークアップ

綿引甚介会員……コロナ禍の一年でした。今年も皆様有難うござ
いました。
篠原 勉会員……本日、税理士試験の合格発表があり、息子が合
格しました。
志村 保会員……今日は、事務局の眞﨑さんよりニコニコBOX献
金頂きました。本当に感謝しております。
鈴木憲一会員……志村会長、小川幹事年度も残り半年になりました。
中川勝義会員……今年最後の例会です。
来年も宜しくお願い致します。
粂田信行会員……娘の結婚祝い有難うございました。
谷島孝明会員……最終例会です。皆様良いお年を！！
久保田啓藏会員…皆さん、一年間ご苦労様でした。今年も残すと
ころ、２週間となりました。健康に注意され良
い年をお迎え下さい。
塩沢富夫会員・松本隆史会員……皆様、良いお年をお迎え下さい。
根本祐次会員……志村会長、小川幹事、上半期お疲れ様でした。
皆様、良いお年を迎えて下さい。
櫻井盛二会員……メリークリスマス！大原会員、頑張って！！12月
誕生日の皆様、おめでとうございます。
武田 誠会員……お 誕 生 祝 い 有 難 う ご ざ い ま す 。 今 月 で ロ ー タ
リー入会20年になりました。
米田英雄会員……大変な一年でした。来年は良い年にしたいですね。
菊池秀機会員……今年も一年お世話になりました。
長洲雅彦会員……誕生祝い有難うございました。
高柳益美会員……新型コロナウイルスのワクチンは日本では、ま
だ出来ないのかな？
原口一吉会員……今年一年守られて感謝します。新年度も皆様が
守られますように！！
鈴木さちよ会員…皆様、良いお年をお迎え下さい。
小路 實会員……会員の皆様、本年も有難うございました。良い
お年を。
兼子充裕会員……一年間お世話になりました。
石川啓司会員……皆様、健やかに良いお年をお迎え下さい。
奈良早苗会員……クリスマスコース料理楽しみ！！今年もお世話に
なりました。
石井浩一会員……今年一年間、お世話になりました。
岡村太郎会員……一年間お世話になり有難うございました。来年
が皆様にとって明るい一年となりますように。
金原和美会員……本年も大変お世話になり有難うございました。来
年もニコニコBOXをどうぞ宜しくお願いします。
眞﨑美奈子事務局員…今年度はコロナ禍の例会、会長・幹事・会員の
皆様お疲れ様でした。水戸南RCにとって来年が
良い年でありますようお祈り申し上げます。
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人見光一

2020-2021年度 第７回定例理事会 議事録
日
場

時
所

令和２年12月28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
小川啓子
理
事 長洲雅彦
太田聖史
川澄千亜紀
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
⑴１・２月プログラムについて

・1月からの「ロータリーの時間」は、第1例会を志村
会長、それ以外は会長エレクトをはじめ、副会長、パ
スト会長にお願いする。
・後半の卓話の時間は、会員の皆さんの意外な一面を発
見できるお話をして頂く機会を作っていきたい。

⑵１月８日㈮移動例会の確認

・参加会員は、43名となっている。
・お弁当は鈴木由紀子会員の「万年屋」、お茶は高柳会
員の「セブンイレブン」にお願いする。
・当日お手伝いいただける方は、水戸東照宮に11時30
分集合とする。
・消毒・換気には十分に気を付けるようにする。

⑶1月29日㈮例会について

・本来なら、新年家族例会を行うべきところだが、コロ
ナ禍のために通常の昼の例会とする。
・食事内容を和食とし、少し豪華な内容にする。
・会員からの別途徴収は行わない。

⑷水戸南RC杯ミニバスケットボール大会について

・コロナ禍の中で中止か否かは、ミニバスケットボール
協会の方針を尊重する。
・当日の会員の参加申し込みは、1月第3例会の時に申
込書を配布する。
・ミニバスケットボール協会から出してもらう決算書は、
早めに出してもらう。

⑸「おひさま食堂」について

・実施の内容などは、双葉台小学校から情報発信をして
頂いている。
・実施当日、配布時間より早く来ても、11時30分から
配布する。
・配布時に出来る行列の間隔を、もっと広く取ってもら
う。
・予約制にすることも検討するべきではないか？（学校
と相談）

⑹今後の水戸南RCについて

・12月に３名が退会し、82名となった。
・水戸南RCの良さを確認し合いながら、会員増強を図
っていかなければならないのではないか。
・新会員のサポートをもっと行っていくべきではないか。

今年最後の会務報告

97,000円
195,000円
1,243,000円

谷島孝明出席委員長

金原和美ニコニコBOX委員長

上野義哉ロータリー財団委員長

鈴木由紀子米山記念奨学委員長

■財団BOX（12月18日（金）扱）
根本直哉会員……財団の友献金（第４回）
$100
月例献金（12月分）…4,205円
この計

２件

$100外

出席報告
12月第３例会（12月18日）
出席状況

10,500円（累計$400）

14,705円

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

85名

48＋（4）名

33名

68.42％

前週訂正出席率73.42％
（ ）
は、Zoom

