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15日（金）
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職業奉仕月間

幹 事 報 告

2021年１月15日（金）
１月第３例会プログラム
1.
2.
3.
4.

１ 本日、下期分年会費（今年度のみ85,000円）及び
ニコニコBOX基金、地区大会登録料（全員登録）の
ご請求を致しましたのでよろしくお願い致します。

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「職業奉仕月間に因んで」
長洲雅彦職業奉仕委員長
5. 新会員入会式
中庭浩実さん
6. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
兼子充裕会員（第３回）
7. 米山功労者感謝状伝達
鈴木憲一会員（第６回）
北原 実会員、太田聖史会員（第３回）
8. 雑誌の時間「ロータリーの友１月号」 雑誌委員会
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. クラブ協議会
「委員会上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ」
会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、親睦活動、
会場運営、プログラム、広報、会報、IT資料、雑誌
13. 点鐘・閉会
■2020年7〜12月の出席100％会員は下記の方々です。

赤岩、深谷、二川、軍司、原口、長谷川、人見、石井、石川、
兼子、川﨑（英）
、金原、小泉、小路、久保田（啓）
、久保田（規）
、
粂田、松本、長洲、中川、根本（ ）、野口、大金、小川、岡村、
大原、太田、笹館、志村、篠原、鈴木（憲）
、鈴木（由）
、高柳、
上野、宇留野、谷島、米川
（計37名）
メークアップ期間は、年度内（2021年６月30日迄）ですので、それまでに
お願い致します。メークアップ数については、谷島出席委員長又は、事務局
迄、
お尋ね下さい。

国際ロータリー第2820地区

２ 新井和雄ガバナーエレクト事務所からのご案内
・地区チーム研修セミナー
日 時：３月７日㈰
場 所：ダイヤモンドホール
出席者：次年度地区役員、地区総括委員長、
地区委員
・会長エレクト研修セミナー
日 時：４月３日㈯・４日㈰
場 所：ダイヤモンドホール
出席者：篠原 勉会長エレクト、
次年度地区役員、地区総括委員長
・地区研修・協議会
日 時：５月９日㈰
場 所：ダイヤモンドホール
出席者：次年度会長・幹事、会長エレクト、
副会長及び理事、次年度地区役員、
地区総括委員長、関係地区委員長・委員
＊次年度の関係会員の方々は、ご予定をお願い致し
ます。
３ 水戸市内RC例会休会のお知らせ
水 戸RC…１月19日㈫・26日㈫・２月２日㈫
水戸西RC…１月20日㈬・27日㈬・２月３日㈬
水戸東RC…１月21日㈭・28日㈭
上記例会日は定款第７条第１節により休会となります。
４ １月30日㈯に予定していた米山記念奨学会日本文
化研修と新年の集いは中止となりました。
５ 次回例会日程
日 時：１月22日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：クラブ協議会
「委員会上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ」

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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上半期事業実績報告・下半期事業活動計画Ⅰ
Ⅰ
会員組織委員会

ロータリー情報委員会

委員長 篠原
勉
１．上半期実績
１名新会員が入会し、４名の会員が退会した。
増強もさることながら、退会防止をしていかなければ
会員数は減少してしまう。

副委員長 鈴木 憲一
１．上半期実績
2020年８月７日、水戸プラザホテルロビーにおい
て、志村保会長、小川啓子幹事、当委員会メンバー及び
根本祐次元委員長、篠原勉会長エレクト同席の上、鈴木
さちよさんのオリエンテーションを実施した。

２．下半期活動計画
情報集会を開き増強、退会防止策を考える。

職業分類委員会
委員長 兼子 充裕
１．上半期実績
⑴未開放業種を開放し、職業分類を実施しました。
⑵新会員の職業分類を決定しました。
２．下半期活動計画
⑴入会予定の新会員の職業分類を実施したい。

会員選考委員会
委員長 根本
次
１．上半期実績
上半期は、２人の新会員の推薦があり、１人目の鈴木
さちよさんは理事会までの時間がなかった為、オリエン
テーションに立ち会わせていただきました。大変真面目
で人柄もよく、素晴らしい会員で問題ありませんでし
た。
２人目の会員候補者は、推薦者によく伺って協議したと
ころ、真面目で人柄もよく、奉仕にも意欲的だという事
で選考に問題ありませんでした。
２．下半期活動計画
下半期もしっかり推薦者と協議をして、会員選考して
いきたいと思います。

会員増強委員会
委員長 岡村 太郎
１．上半期実績
①新会員１名（鈴木さちよ会員）が入会 2020.8.7
②会員増強委員会については未開催
③新会員候補者リストを作成しリクルート活動を継続
④戸別訪問は未実施
⑤入会申込書、水戸南RCパンフレット、ロータリーの
友を４名の新会員候補者に対し配布済み
上半期中に会員の皆様より、新会員候補者のご紹介、
ご推薦を頂きました。
会員増強にご理解とご協力を頂きましたことに感謝を
申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の蔓延と終息が見通せない
中、思うような委員会活動が実施出来ませんでしたが、
引き続き地道な会員増強活動を継続してまいります。
２．下半期活動計画
①新会員１名の入会予定 2021.1
②会員増強委員会を1-3奉仕研究会のメンバーにご協力
頂きながら実施予定
③新会員候補者リストの拡充
④新会員候補者の戸別訪問や例会への招待は、新型コロ
ナウイルス感染症の状況に応じて実施予定

２．下半期活動計画
コロナ禍の情況で、入会希望者は多くは見込めないと
思われるが、希望者には、ロータリーの基礎をしっかり
教えていきたい。

クラブ管理運営委員会
委員長 粂田 信行
１．上半期実績
各委員会とも、委員長を中心に活動していただきまし
た。
２．下半期活動計画
委員会はコロナ禍のため、開催できませんでした。
下半期には１回でも行う予定です。

出席委員会
委員長 谷島 孝明
１．上半期実績
＊例会毎に出席率、メークアップ数、訂正出席率のご報
告
＊年頭に開催できなかった家庭集会の開催（10名参
加）
＊メークアップ行事への参加依頼の声掛けを致しまし
た。
＊Zoomにて例会への出席率向上にあたり、IT資料委
員会、登録方法に詳しい会員のご協力により多くの会
員に普及致しました。
７ 月／70.29％ ８ 月／71.73％ ９ 月／74.03％
10月／73.28％ 11月／68.12％ 12月／69.78％
（上半期平均71.21％）
２．下半期活動計画
＊上半期を上回る出席率の向上に努める。
＊Zoom登録のさらなる継続促進。
＊メークアップ行事への参加を促す。
＊出席率100％達成者の表彰の企画。

親睦活動委員会
委員長 高柳 益美
１．上半期実績
年初計画に沿って、できるだけ例会やクラブ公式行事
を楽しんでいただけるよう運営や他の委員会のサポート
を心掛けてまいりました。
しかし、コロナ禍の為、実施できない行事がありまし
た。
・例会でのビジター・ゲストの受付、案内、紹介を実施
しました。
・誕生月での誕生日プレゼントの贈呈を実施しました。
・納涼家族例会は中止となりました。
・ガバナー公式訪問にて接待、クラブ事業紹介などをサ
ポートしました。
・原口一吉会員の御祖父様の葬儀の帳場を実施しまし
た。
・クラブ忘年会はコロナ禍の為、中止となりました。
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上半期事業実績報告・下半期事業活動計画Ⅰ
Ⅰ
２．下半期活動計画
⑴移動例会（水戸東照宮駐車場案内）2021年１月８日
⑵例会
（ビジター・ゲストの紹介）
⑶新年家族例会 （本年は中止）
⑷会員誕生祝
⑸慶弔

会場運営委員会
委員長 中川 勝義
１．上半期実績
新型コロナウイルスが流行り始めた６月から志村年度
がスタートし、新型コロナウイルスに耐用するため、
「ソーシャルディスタンス」を心掛け、今のところ感染
者は０となっています。
２．下半期活動計画
これからもホテルと相談しながら、人と人の間隔に注
意し、クラスターが起こらないように最善の注意を心掛
け、頑張っていきたいと思います。

プログラム委員会
委員長 石井 浩一
１．上半期実績
今年度事業計画の基本方針に則り、スムーズな進行と
アットホームながら品格のある例会運営を目指し実施し
てまいりました。
①年間、月間プログラムの作成
②新会員によるイニシエーションスピーチの実施
③外部講師による卓話の実施
④Zoomを利用したハイブリッド型例会の運用開始
２．下半期活動計画
①出席率の向上に寄与出来るような魅力あるプログラム
を検討する。
②各会員に卓話やロータリーの時間に興味のある話題と
卓話者を推薦してもらうよう、協力をお願いする。
③例会マナー向上の為に会場運営委員会と協力し、品格
ある例会運営を行う。
④会員全員が良かったと思えるような、楽しく魅力ある
例会作りをめざします。

広報委員会
委員長 根本 直哉
１．上半期実績
・ＦＭぱるるんでのＣＭの放送
・他委員会と連携して、Facebookを活用した広報活動
２．下半期活動計画
・状況をみながら、地域メディアを使った活動をしてま
いりたいと思います。
・クラブの各事業や活動等を取材、広報していきたいと
思います。

会報委員会
委員長 米川 幸喜
１．上半期実績
今年度の事業計画に則り、当クラブの活動の雰囲気を
実感してもらえるように、多くの写真や記事を週報に掲
載しました。
掲載内容
１．通常例会・ガバナー公式訪問
２．奉仕活動（おひさま食堂等）

３．卓話原稿
４．クラブ活動（SRGゴルフ等）
５．委員会活動（ニコニコＢＯＸ・ロータリー財団・米
山記念奨学・プログラム委員司会等）
２．下半期活動計画
引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
下半期は、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考
えておりますので、各委員長にご協力をお願いすること
になるかと思いますが、宜しくお願い申し上げます。

IT資料委員会
委員長 宇留野秀一
１．上半期実績
①クラブのFacebookページに例会の都度、記事を投
稿しました。また、ホームページとFacebookを連
動し、リアルタイムに活動の様子が伝えられるように
しました。
②らくらく連絡網にて、毎回出席確認のメールを発信す
るほか、卓話のビデオや資料を配信しました。
③卓話にてIT活用の説明をさせて頂き、特にMyRotary
の登録とらくらく連絡網の活用を啓蒙しました。
④コロナ感染リスクのため出席が難しい会員に向けて
Zoomでの例会参加の場を作りました。上期では１
回平均４名程度の会員が利用しています。
⑤地区の研究会等がZoom配信となったものがあり、
当クラブ参加者用に水戸プラザホテルにてZoom会
場を設置しました。
⑥会員からのスマートフォン、PC等を利用しての
Zoom参加やそのほかのITインフラ利用について、
個別に相談対応しました。
２．下半期活動計画
・１月の移動例会についてZoom配信を行うほか、通
常例会でも引き続きZoom配信を行う。
・引き続きFacebookへの投稿を行いつつ、ホーム
ページの情報充実を図る。
・Facebook活用は次年度を見据えて、複数の投稿者
で行う体制を作る。
・MyRotaryの登録促進やZoom配信の活用のため、
IT利用相談の機会を設ける。
これらにより、引き続き新型コロナウィルス影響下で
も例会実施や会員のコミュニケーションが図れるよう、
会員のITツールの活用をサポートします。

雑誌委員会
委員長 小泉 正史
１．上半期実績
１．第２例会において「ロータリーの友」のおすすめの
記事を案内いたしました。
２．「ロータリーの友」の購読率を上げるように努めま
した。
２．下半期活動計画
１．上半期同様に「ロータリーの友」の記事を案内す
る。
２．「ロータリーの友」を更に興味を持っていただき、
ロータリアンとしての意識を高め、ロータリークラ
ブへの誇りと理解を深めて行く。
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１月第２例会 １月８日（金）

志村保会長の開会の点鐘

本日の職場訪問を実施した長洲雅彦職
業奉仕委員長

ロータリーの時間〜志村保会長が今後の
例会についての考えを話されました

急遽 宮本宮司に代わって卓話をされた小川啓子幹事
〜大権現 家康公について話されました

移動例会終了後に記念撮影

拝殿参拝終了後に記念撮影

出席報告
１月第２例会（１月８日）
出席状況

出席状況報告〜谷島孝明出席委員長

今年 創建四百年の権現さん 水戸東照宮

アルコール消毒と検温の対応ありがとうございます

駐車場案内

ご苦労様です

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

82名

42＋（5）名

35名

64.38％

事務局の３人娘！今年もよろしくお願いします

前週訂正出席率70.13％
（ ）
は、Zoom

