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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幹 事 報 告

2021年４月２日（金）
４月第１例会プログラム
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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
新会員入会式
小沼広太さん
地区委員委任状伝達 RLI ディスカッションリーダー
山本大会員、
人見光一会員、
宇留野秀一会員、
石井浩一会員
米山功労者感謝状及びメジャードナーピン伝達
塩沢富夫会員（第10回）
退会挨拶
細谷達朗会員
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「水戸空襲について」
長谷川國雄パストガバナー
※２月の月間「平和構築と紛争予防月間」として

13. ロータリーソング
14. 点鐘・閉会

１ ４月のロータリーレート
１ドル＝110円
２ ３月27日㈯ おひさま食堂が開催されました。
参加者（敬称略）
（11名）
志村 保、塩沢富夫、鈴木憲一、奈良早苗、
長洲雅彦、宇留野秀一、原口一吉、二川隆司、
軍司由佳、久保田規子、中庭浩実
３ 小沼広太新会員の所属委員会について
親睦活動委員会となります。
４ 会員動静
川上正一会員は健康上のため、細谷達朗会員は転
勤のため３月31日に退会されました。
クラブ会員数は、本日、小沼広太新会員の入会に
より、82名となります。
５ 1−3奉仕研究会が開催されます。
日 時：４月13日㈫ 18:30〜
場 所：水戸プラザホテル 四川飯店
６ 次回例会日程
日 時：４月９日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：会員スピーチ「ロータリーと私（資産管理のお話も…）」
高柳益美会員

３月27日㈯「おひさま食堂」 於 双葉台市民センター

国際ロータリー第2820地区

３月27日㈯野球部「安全必勝祈願」 於 水戸八幡宮

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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●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
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３月第４例会 ３月26日（金）
■ニコニコBOX（３月26日（金）扱）

■財団BOX（３月26日（金）扱）

志村 保会員……誕生祝い有難うございます。
水口二良会員……会長初め、
お誕生日の皆様おめでとうございます。
髙野 賢会員……久し振りの例会参加です。早く安定した社会を
と願います。
島根昌明会員……３月誕生日おめでとうございます。
菊池秀機会員……原口会員、誕生日おめでとうございます。
川澄千亜紀会員…桜が綺麗な季節になりましたね。
高柳益美会員……野口さん、卓話頑張って下さい。
宇留野秀一会員…地区のロータリー財団の仕事は次年度に引き継
ぎましたが、引き続き宜しくお願いします。
原口一吉会員……今日も生かされています事に感謝します。御飯
も毎日食べられる事に感謝します。
中庭浩実会員……３月誕生日の皆様、おめでとうございます。
小路 實会員……野口会員の卓話楽しみです！
深谷 智会員……頑張れ！
郡司恵一郎会員…野口さんの卓話楽しみにしています。
石川啓司会員……何かと忙しい年度末。渓流釣りの解禁になる４
月に向けて準備もしたいのですが。
川﨑篤之会員……茨城ロボッツは新型コロナウイルスに負けず頑張
ります。今年はB1に行けそう！現在２位です。
金原和美会員……３月お誕生月の皆様、おめでとうございます。

篠原

この計
月 計
累 計

16件
66件
476件

３月第４例会（３月26日）
出席状況

この計

２件

49,757円

20,000円

■会員メークアップ
ロータリー財団地区補助金管理セミナー
宇留野秀一
水戸西RC
大金 誠

会員スピーチ「本当は教えたくない私の趣味」
野口英壽会員
〜野口コレクション！本当に楽しそうでした

第10回定例理事会

令和３年３月29日㈪ 18:00〜
Zoom会議
役
員 志村 保
篠原 勉
粂田信行
小川啓子
理
事 長洲雅彦
石井浩一
上野義哉
岡村太郎
谷島孝明
オブザーバー 宇留野秀一
議事・決議事項
⑴志村会長 挨拶
⑵４・５月プログラムについて
⑶「2021茨城海岸美化プロジェクト」賛助金について
・９月12日㈰に地区ロータリー奉仕デーとして、第
2820地区ロータリアン全員で茨城の海岸清掃を行う。
賛助金として会員1人当たり1,000円を賛助する。
⑷新会員について
・小沼広太新会員のオリエンテーションを４月２日㈮
12:00より行う。所属委員会は親睦活動委員会。
⑸その他
・新旧合同クラブ協議会について
４月23日㈮11:00〜水戸プラザホテルで行う。

$400外

笹館康男会員……米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計760,000円）
川澄千亜紀会員…米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計170,000円）

親睦の時間「３月誕生祝」
川﨑紀子会員、志村 保会長、原口一吉会員

2020-2021年度

５件

■米山BOX（３月26日（金）扱）

３/24

日 時
場 所
出席者

出席報告

この計

３/13

40,000円
200,000円
1,526,000円

ロータリーの時間
鈴木憲一パスト会長

勉会員……財団の友献金 ポリオプラス
（第９回）
$100 10,600（累計$6,900）
川﨑紀子会員……財団の友献金（第８回）
$100 10,600（累計$2,800）
川澄千亜紀会員…財団の友献金（第２回）
$100 10,600（累計$2,200）
野口英壽会員……財団の友献金（第８回）
$100 10,600（累計$1,800）
月例献金（３月分）…7,357円

議事録

・ロータリー賞の説明会 ４月11日㈰10:00〜
志村会長と小川幹事が参加。
・地区大会記念ゴルフ大会 ４月15日㈭7:30〜（登録開
始）当クラブから８名が参加。
・出席率100％会員について
小さな賞状と額で見積もりを取る。
・３月31日の退会者について
承認の上、在籍43年の川上正一会員には、記念品を贈
呈する。
細谷達朗会員は、常陽保険サービスに転勤となり、後
任の支店長となる鏡渕洋さん（大洗RCに在籍経験あ
り）の推薦手続きを行う。
・下期年会費の未納会員３名は、再請求をする。
次回定例理事会
日時 2021年４月26日㈪
理事会 18:00〜 懇親会 19:00〜
場所 水戸プラザホテル
水戸市千波町2078-1 ☎305-8111

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

83名

48＋（5）名

30名

68.83％

前週訂正出席率66.23％
（ ）
は、Zoom

