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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幹 事 報 告

2021年３月５日（金）
３月第１例会プログラム
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13.

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
米山奨学金・記念品贈呈
ス ミャッ ノー アウンさん
2021-2022年度地区役員・委員委嘱状伝達
マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
中川勝義会員（第２回）
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「水戸城と城下町を活かした歴史まちづくり」
水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課
世界遺産推進室世界遺産係 係長 藤尾隆志氏
ロータリーソング
点鐘・閉会

新会員入会式 中庭浩実新会員

２ 2021-2022年度地区委員として下記の方々がご
奉仕されます。
諮問委員
佐藤
衛
諮問委員・ロータリー日韓親善会議委員 長谷川國雄
クラブ奉仕・クラブサポート委員
人見 光一
国際奉仕・国際交流共同委員（フィリピン担当）
二川 隆司
青少年奉仕・青少年交換委員長
宇留野秀一

３ 会員の動向について
・岡村太郎会員が、ウメザワ産業㈱取締役社長に就
任しました。
・長洲雅彦会員のメールアドレスが変わりました。
（新）メールアドレス：nagamasa20@beige.plala.or.jp
・島根昌明会員の会社名及び、役職が変わりました。
（新）会社名及び役職名：
Ｅ保険プランニング水戸中央支店 支店長
４ 2021-2022年度ロータリー財団 地区補助金管理
セミナーが開催されます。
日 時：３月13日㈯10:00〜12:00
参加者：石井浩一次年度幹事
（Zoom参加）

５ 「2020年度米山奨学生終了式」が開催されます。
日 時：3月14日㈰10:00〜15:00（受付9:30）
場 所：つくば山水亭 つくば市小野崎254
参加者：鈴木憲一カウンセラー
米山奨学生 ス ミャッ ノー アウンさん
６ 次回例会日程
日 時：３月12日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：
「イニシエーションスピーチ」
中庭

中庭さん入会おめでとうございます

国際ロータリー第2820地区

１ 3月のロータリーレート
1ドル＝106円

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

茂

浩実会員

勉
信行
浩一
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上半期事業実績報告・下半期事業活動計画 Ⅱ
奉仕プロジェクト委員会
委員長 小路
實
１．上半期実績
2020年11月15日、コロナ禍が取り沙汰される中、
出席委員会、雑誌委員会、IT資料委員会、会員増強委
員会の４委員会による家庭集会が開催されました。
２．下半期活動計画
各委員会が家庭集会を開き、委員会ごとの方針に沿っ
て活動をすることを願っています。

職業奉仕委員会
委員長 長洲 雅彦
１．上半期実績
「出前授業」を上半期中の実施で考えておりました
が、コロナ禍の関係で、上半期での実施は見合わせまし
た。早期にコロナ騒ぎが落ち着くことが何より大切です
が、コロナ騒ぎが落ち着いても、登校自粛による授業時
間確保が問題となっている学校側の状況を鑑み、2021
年３月迄は「出前授業」の実施を見合わせることと致し
ました。
2021年１月８日に、水戸東照宮への職場訪問を実施
することができました。
２．下半期活動計画
「職業奉仕月間」である１月８日㈮に、水戸東照宮へ
の職場訪問を実施致します。
出前授業につきましては、コロナ騒ぎの状況を鑑みな
がら、４月以降での実施を検討して参ります。また、今
まで小学生を対象とした「出前授業」を実施して参りま
したが、受講者の年齢を中学生、高校生とすることを踏
まえ、実施の検討をして参ります。

社会奉仕委員会
委員長 軍司 由佳
１．上半期実績
月に１度、地域住民の子供たちへの奉仕として行って
いる「おひさま食堂」をコロナ禍により見合わせている
時もありましたが、双葉台市民センターにて午前８時
30分よりお弁当を手作りし配布を行うなど、メンバー
各位とボランティアとの連携により、７月25日、10月
24日、11月28日、12月19日に実施することが出来
ました。
２．下半期活動計画
職業奉仕委員会と連携して、コロナの一日も早い終息
を願い、水戸東照宮での御祈願と職場訪問を実施予定。
ロータリー地区補助金を利用して、水戸市と連携し水
戸市三の丸の茨城大学附属小学校隣に「二の丸角櫓」の
看板完成予定。

青少年奉仕委員会
委員長 太田 聖史
１．上半期実績
・10月11日㈰、ライラセミナーがオンラインで開催さ
れ、水戸プラザホテルにてWEB参加。
（出席者：志村、
篠原、鈴木（憲）
、長洲、宇留野、太田 以上６名）
・11月６日㈮、２月14日㈰に開催予定の「第19回水
戸南RC杯中央地区ミニバスケットボール大会」につ
いて、中央地区ミニバスケットボール連盟小沼義明氏
と協議。

２．下半期活動計画
・２月14日㈰、「第19回水戸南RC杯中央地区ミニバス
ケットボール大会」を水戸市見川総合運動公園体育館
にて開催する。
・５月の青少年奉仕月間に例会卓話を行う。（講師等未
定）

国際奉仕委員会
委員長 川澄千亜紀
１．上半期実績
国際奉仕活動をするには上半期は厳しい状況だった。
中古消防車をフィリピンに送る計画は、状況を見て来
期以降になる可能性を視野に入れ、長期的に再計画す
る。
２．下半期活動計画
①下半期は予算や補助金を有効に使うために、今までと
違う形に使い方を検討する。
②2021年６月の台北での世界大会の開催が可能な場
合、積極的に参加を呼び掛ける。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長 奈良 早苗
１．上半期実績
コロナ禍の影響により、実績はありませんでした。
２．下半期活動計画
①基本方針
RIテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」に則り、
当クラブと姉妹クラブ及び友好クラブとの人的交流を
図りながら、共同奉仕プロジェクトを推進していく。
②事業計画
内外の情勢を鑑み、後期も無計画とする。
情勢が好転した場合は、高松西RCとの相互交流を深
める。

ロータリー財団委員会
委員長 上野 義哉
１．上半期実績
事業計画の数値目標
⑴年次寄付 １人130ドル×85名 11,050ドル
実績 11,600ドル
達成率104.9％
⑵ポリオプラス（撲滅基金）
１人20ドル×85名 1,700ドル
実績 200ドル
達成率11.7％
⑶ベネファクター
恒久基金への1,000ドル寄付 １名以上
実績 ０名
２．下半期活動計画
皆様にご協力をいただき、上半期で年次寄付につきま
しては達成することができました。誠にありがとうござ
いました。
下半期は、未達成のポリオプラス、ベネファクターの
目標を達成できるよう継続して、会員の皆様に財団の使
命をご理解いただくよう努めてまいります。
また、年次寄付に関しましてもご献金いただけていな
い方もいらっしゃいますので、同様に働きかけをしてま
いります。
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上半期事業実績報告・下半期事業活動計画 Ⅱ
米山記念奨学委員会
委員長 鈴木由紀子
１．上半期実績
寄付支援目標 2,125,000円
現 在
1,180,000円
目標達成まで
945,000円
当クラブの奨学生 ス ミャッ ノー アウンさんには、
卓話をお願いして、会員との交流も深められたと思う。
２．下半期活動計画
事業の使命
日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって、国際社会で
活躍するロータリー活動の理解者であり、日本で学問と
文化を学び、平和と国際理解を図る人材育成に寄与す
る。
この使命をもう一度、会員に理解していただき、全会
員が支援者となる活動をしていきたい。

ニコニコBOX委員会
委員長 金原 和美
１．上半期実績
・目標達成のため、窓口にて寄付の声掛けをしました。

・アドバイザー、委員一丸となり、ご寄付のお願いをし
ています。
・上半期寄付実績は、累計件数…382件、累計金額…
1,243,000円
２．下半期活動計画
窓口活動を中心に、会員のみなさまに奉仕活動の重要
な資金であることを再認識いただき、アドバイザーの協
力のもと、委員会全員で目標達成に向けて頑張ります。

会計委員会
委員長 細谷 達朗
１．上半期実績
予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ会計
の健全化を図った。
２．下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努める。
②事務局と連携を図り、支払を遅滞なく行う。
③効率的なクラブ運営のため、予算配分・支出の均等を
各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした厳正な支
払を行う。

クラブ協議会「上半期事業実績報告・下半期事業活動計画Ⅰ」

篠原勉会員組織委員長

兼子充裕職業分類委員長

根本

次会員選考委員長

岡村太郎会員増強委員長

小路實ロータリー情報委員

及川譲クラブ管理運営副委員長

谷島孝明出席委員長

高柳益美親睦活動委員長

中川勝義会場運営委員長

石井浩一プログラム委員長

根本直哉広報委員長

米川幸喜会報委員長

宇留野秀一IT資料委員長

兼子充裕雑誌委員会アドバイザー
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１月第３例会 １月15日（金）
■ニコニコBOX（１月15日（金）扱）
長谷川國雄会員…明けましておめでとうございます。本年も宜しく
お願いします。
小川啓子会員……中庭さん、入会おめでとうございます。これから
共に頑張りましょう。
中庭浩実会員……本日より入会しました中庭です。宜しくお願い致
します。
笹館康男会員……中庭さん、入会おめでとうございます。
及川 譲会員……新年明けましておめでとうございます。
軍司由佳会員……中庭さん、ご入会ようこそ！
！宜しくお願いします。
久保田啓藏会員…①新年明けましておめでとうございます。今年も
宜しくお願い致します。
②中庭さん、入会おめでとうございます。活躍を
楽しみにしております。
井澤卓司会員……志村会長、小川幹事、本年も宜しくお願い致します。
塩沢富夫会員・篠原 勉会員・米田英雄会員・高柳益美会員・
宇留野秀一会員…中庭さん、入会おめでとうございます。
松本隆史会員……皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。
根本 次会員……会長、幹事、下半期も頑張って下さい。中庭さ
ん、入会おめでとうございます。
赤岩賢二会員……中庭さん、ようこそ。
長洲雅彦会員……水戸東照宮での移動例会に多数ご参加頂き、有難
うございました。当日ご協力頂いた皆様、感謝申
し上げます。
久保田規子会員…新年明けましておめでとうございます。本年も宜
しくお願い致します。
上野義哉会員……中庭さん、宜しくお願いします。
原口一吉会員……中庭さん、入会おめでとうございます。ようこそ
お待ちしておりました。
小路 實会員……本日入会された中庭浩実さん、宜しくお願いしま
す。会員の皆様、本年も宜しくお願いします。
石川啓司会員……新会員の中庭さんの入会を記念して。

2020-2021年度

令和３年３月１日㈪ 18:00〜
Zoom会議
役
員 志村 保
篠原 勉
粂田信行
小川啓子
細谷達朗
中川勝義
小路 實
理
事 長洲雅彦
軍司由佳
石井浩一
上野義哉
金原和美
岡村太郎
谷島孝明
オブザーバー 宇留野秀一
根本 次
議事・決議事項
⑴志村会長 挨拶
⑵例会再開に関して
・３月５日から例会を再開する。また、志村年度はすべ
て昼の例会とする。
⑶３月プログラムについて
・第２例会から第４例会にかけて、１月から３月のお誕
生祝いを実施する。
⑷４月15日㈭ 地区大会記念ゴルフ大会について
・米川会員が取りまとめ、３月10日までにガバナー事務
所に連絡する。

１月第３例会（１月15日）
出席状況

この計

28件

82,000円

■財団BOX（１月15日（金）扱）
及川

譲会員……財団の友献金（第３・４回）
$200 20,800円（累計$4,400）
宇留野秀一会員…財団の友献金 ポリオプラス
（第６回）
$100 10,400円（累計$1,600）
上野義哉会員……財団の友献金 ポリオプラス
（第10回）
$100 10,400円（累計$1,000）
この計

３件

$400

41,600円

■米山BOX（１月15日（金）扱）
塩沢富夫会員……米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計990,000円）
志村 保会員……米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計410,000円）
及川 譲会員……米山功労者献金（第８・９回）
20,000円（累計290,000円）
宇留野秀一会員…米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計170,000円）
この計

４件

第９回定例理事会

日 時
場 所
出席者

出席報告

石井浩一会員……中庭さん、入会おめでとうございます！
！
太田聖史会員……IM登録料が返金になりました。
岡村太郎会員……中 庭 さ ん 、 入 会 お め で と う ご ざ い ま
す。楽しくやりましょう。
鈴木由紀子会員…中 庭 さ ん 、 入 会 お め で と う ご ざ い ま
す。宜しくお願いします。
金原和美会員……新型コロナウイルスが心配ですが、本
年も宜しくお願いします。中庭さん、
これから宜しくお願いします。

50,000円

議事録

⑸4月23日㈮ 水戸さくらRCとの合同例会について
・中止の方向で申し出を行う。（水戸さくらRCは、３月
８日に理事会を開催予定）
⑹その他
・水戸南ロータリークラブ週報 ２月特別号
・おひさま食堂の実施
３月から第４土曜日にお弁当の形で再開する。
・５月16日㈰ 地区親善野球大会
参加する方向で登録準備を行っている。
・５月23日㈰ 地区大会 〈つくばノバホール〉
参加者は各クラブの会長・幹事、パストガバナーなど
限られた参加者のみとなり、会員はリアル映像にて配
信となる予定。
・会社の商品チラシなどを会員に配布したいときは、理
事会に相談。
次回定例理事会
日時 令和３年３月29日㈪ 理事会 18:00〜
場所 Zoom会議

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

83名

38＋（8）名

37名

62.16％

前週訂正出席率69.74％
（ ）
は、Zoom

