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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５月第３例会プログラム
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点鐘・開会
ロータリーソング〈我等の生業〉※ご静聴ください
ビジター・ゲスト紹介
ロータリーの時間
綿引甚介パスト会長
二の丸角櫓（すみやぐら）寄贈に対する感謝状伝達
水戸市長 高橋 靖氏
2020-2021年度地区大会委嘱状伝達
広報委員
石井浩一会員
選挙管理委員 宇留野秀一会員
米山功労クラブ感謝状伝達（第49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
会員スピーチ「ロータリーと私」 山下真悟会員
ロータリーソング
点鐘・閉会

2020-2021年度 第7回臨時理事会 議事録
日 時
場 所
出席者

令和３年５月14日㈮ 11:40〜
水戸プラザホテル
役
員 志村 保 篠原 勉 小川啓子 中川勝義
小路 實
理
事 長洲雅彦 軍司由佳 川澄千亜紀 石井浩一
根本直哉 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
⑴「水戸市内小・中学校への生理用品の配布協力について」
・現在、
コロナ禍の為、困窮している小・中・高の女子学生が生
理用品が買えないために非常に困っている状況がみられ、
水戸市の教育委員会と相談し、現状把握を行い、その上で対
処できるように満場一致で決定した。
⑵おひさま食堂は例会開催と連動しているため、
５月・６月は実
施する方向である。

国際ロータリー第2820地区

１ 2021-2022年度新井和雄ガバナー地区スローガ
ン及び地区ロータリー奉仕デーについて
2021-2022年度第2820地区新井和雄ガバナー
は、地区スローガンを「地球の未来を想い 地域
社会に貢献しましょう」と致しました。
また、RIの重点分野に環境保全が加わり、地区ロ
ータリー奉仕デーとして「茨城海岸美化プロジェ
クト」を９月12日㈰に実施する事になりました。
環境問題への提起と公共イメージの向上を図る目
的となっています。
２ ５月14日㈮ 新旧合同クラブ協議会が開催されました。
出席者（敬称略）
（29名）
志村、小川、篠原、石井、兼子、岡村、鈴木（憲）、
谷島、高柳、中川、根本（直）、米川、小路、
長洲、軍司、川澄、奈良、上野、鈴木（由）、金原、
松本、赤岩、及川、佐藤（昌）、平山、原口、
桑名、二川、川﨑（英）

３ おひさま食堂が開催されます。
日

時：５月22日㈯
調理をお手伝いくださる方は ９:00〜
受付や配布をお手伝いくださる方は 10:00〜
場 所：双葉台市民センター
水戸市双葉台2-1-5
TEL・FAX 251-3991
※ご参加くださる方は、宇留野委員長までご連絡
ください。メークアップになります。

４ 次回例会日程
日
場
卓

時：５月28日㈮ 12:30〜
所：水戸プラザホテル
話：「現代社会と自己決定権〜イレズミ問題〜」
みとみらい法律事務所
弁護士 篠﨑和則 氏（水戸RC）

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
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５月第２例会 ５月14日（金）
■ゲスト

■会員メークアップ

茨城県教育庁 学校教育部高校教育課
室長補佐（中高一貫教育担当） 深澤美紀代 氏
米山奨学生 グエン，ゴック アン さん

４/ ８
４/ ９

■ニコニコBOX（５月14日（金）扱）
長谷川國雄会員…鏡渕さん、入会おめでとうございます。
小川啓子会員……鏡渕さん、入会おめでとうございます。米山奨
学生のグエン，ゴック アンさんもようこそ！
！これ
から宜しくお願いします。
鏡渕 洋会員……本日入会させて頂きます。どうぞ宜しくお願い
致します。
笹館康男会員……鏡渕さん、宜しく。
久保田啓藏会員・髙野 賢会員・菊池秀機会員
……鏡渕さん、入会おめでとうございます。
水口二良会員……鏡渕さんの入会を歓迎して。
井澤卓司会員……皆様お久し振りです。鏡渕さん、入会おめでと
うございます。
深谷 智会員……鏡渕様、宜しくお願いします。
野口英壽会員……鏡渕さん、入会おめでとう。
川澄千亜紀会員・平山桜子会員
ゴック アンちゃん、
ようこそ！
！
……米山奨学生のグエン，
高柳益美会員……茨城県高校教育課長の柳橋さん、卓話宜しくお
願いします。
軍司由佳会員……米山奨学生のグエン，ゴック アンさん、水戸南RC
へようこそ。
上野義哉会員……鏡渕さん、宜しくお願いします。
原口一吉会員……会員の皆様の健康を祈ります！！
石川啓司会員……明日は校友会県支部の会合があり、土浦へ行き
ます。明後日は、渓谷へ山女魚を釣りに県境ま
で行ってまいります。
郡司恵一郎会員…鏡渕さんの入会祝いとして。
鈴木由紀子会員…茨城県高校教育課長の柳橋さん、本日の卓話宜
しくお願い致します。
金原和美会員……茨城県高校教育課長の柳橋さん、卓話楽しみに
してきました。鏡渕さん、御入会おめでとうご
ざいます。これから宜しくお願いします。
この計

21件

北海道2500REC
水口二良
クラブ奉仕委員会 新旧合同引継会議
石井浩一 人見光一
４/10 米山記念奨学生オリエンテーション
奈良早苗 金原和美
４/11 ロータリー賞説明会
志村 保 小川啓子
４/14 水戸西RC
大金 誠
４/15 北海道2500REC
人見光一
地区大会記念ゴルフ大会
松本隆史 塩沢富夫 鈴木憲一 篠原 勉
谷島孝明 岡村太郎 中庭浩実
４/16 東京米山REC2750
水口二良
４/17 青少年奉仕委員会
宇留野秀一
４/23 北海道2500REC
野口英壽
５/ ６ 北海道2500REC
水口二良

今日から例会が再開です
〜引き続き米山、財団、ニ
コニコBOXご寄付よろし
くお願いします

新会員入会式

鏡渕

洋さん

60,000円

グエン，ゴック アンさんと心配そ
うな日本のお母さん(^^)奈良会員

■財団BOX（５月14日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金 ポリオプラス
（第５回）
$100 10,900円（累計$17,500）
篠原 勉会員……財団の友献金 ポリオプラス
（第10回）
$100 10,900円（累計 $ 7,000）
この計

２件

$200

21,800円

ポール・ハリス・フェロー認証状及
びピン伝達 二川隆司会員

■米山BOX（５月14日（金）扱）

ベネファクター認証状及びピン伝
達 志村 保会員

笹館康男会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計770,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計590,000円）
奈良早苗会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計200,000円）
軍司由佳会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計180,000円）
この計

４件

卓話「中高一貫教育について」
茨城県高校教育課室長補佐 深澤美紀代氏

40,000円

出席報告
５月第２例会（５月14日）
出席状況

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

83名

51＋（6）名

26名

72.15％

鏡渕会員のオリエンテーションの様
子です

前週訂正出席率70.13％
（ ）
は、Zoom

