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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ロータリー親睦活動月間

幹 事 報 告

2021年６月４日（金）
６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
地区大会表彰
在籍40年以上会員
須田政男会員、久保田啓藏会員、
川上正一元会員、長谷川國雄会員
長寿会員
須田政男会員、長谷川國雄会員、
川上正一元会員、田口喜三郎会員
米山奨学金授与
グェン，ゴック アンさん
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「創立50周年記念事業に向けて」
井澤卓司創立50周年記念事業実行委員長
ロータリーソング
点鐘・閉会

次年度の会報・IT資料・雑誌委員会の合同
情報集会を例会前に開催致しました

ロータリーの時間
松本隆史パスト会長

国際ロータリー第2820地区

１ 5月28日㈮に次年度の各委員会の情報集会が開催
されました。
出席者（敬称略）
〈会報・IT資料・雑誌委員会合同〉 11:30〜
篠原 勉、石井浩一、及川 譲、上野義哉、
小泉正史、米川幸喜
〈ロータリー財団・米山記念奨学・ニコニコBOX委員会合同〉 13:30〜
篠原 勉、石井浩一、宇留野秀一、長岡秀典、
金原和美、久保田規子、鈴木由紀子、高柳益美
２ 次年度職業分類委員会情報集会のお知らせ
日 時：６月11日㈮ 11:30〜
第２例会前に開催致します。
場 所：水戸プラザホテル

※会員選考・ロータリー情報委員会との合同となります。

３ 2021-2022年度地区大会日程のお知らせ
日 時：2022年５月７日㈯〜８日㈰
会 場：つくば国際会議場
４ 次回例会日程
日 時：６月11日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：クラブ協議会「委員会実績報告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

親睦の時間「４月誕生祝」

親睦の時間「５月誕生祝」

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）
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◆チャーターナイト 1974年（昭和49年）
２月10日
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５月第４例会 ５月28日（金）
■ゲスト

みとみらい法律事務所 弁護士 篠﨑和則 氏（水戸RC）

■会員メークアップ

■ビジター

水戸東RC

５/21
５/23

鬼澤紘一会員

■ニコニコBOX（５月28日（金）扱）
志村 保会員……篠﨑先生、今日の卓話宜しくお願いします。
大金 誠会員……篠﨑先生、卓話有難うございます。
井澤卓司会員……誕生祝有難うございます。
水口二良会員……篠﨑先生の卓話楽しみです。
櫻井盛二会員……鈴木さちよさん、新聞見ましたよ！！
郡司恵一郎会員…誕生祝い有難うございます。
奈良早苗会員……今日の夕方NHK水戸に弟が出演します。渋沢栄
一の書簡の事でインタビューを受けました。
米川幸喜会員……篠﨑様、卓話楽しみにしております。
小泉正史会員……ご無沙汰しております。
宇留野秀一会員…５月24日で私の会社が設立２年となりました。
皆様のお陰です。
原口一吉会員……新型コロナウイルス、いい加減にして下さいね。
経済が大変なんですよ。
兼子充裕会員……誕生祝有難うございます。
石川啓司会員……年度末は総会ばかりで釣りに行けません。
鈴木由紀子会員…昨日、大洗町からの要請でPCR検査を受けました。
金原和美会員……４・５月お誕生日の皆様おめでとうございます！
この計
月 計
累 計

15件
50件
562件

５/25

2020-2021年度 第７回定例理事会 議事録
日 時
場 所
出席者

令和３年５月31日㈪ 18:00〜
水戸プラザホテル2F メロディールーム
役
員 志村 保
篠原 勉
粂田信行
小川啓子
中川勝義
小路 實
理
事 長洲雅彦
太田聖史
川澄千亜紀
石井浩一
根本直哉
鈴木由紀子
金原和美
岡村太郎
谷島孝明
オブザーバー 笹館康男
石川啓司
議事・決議事項
⑴志村会長挨拶
⑵６月プログラムについて
・第２週に長谷川國雄会員の米寿のお祝い。
・第３週に第３分区の新旧ガバナー補佐の挨拶。
・第２・第３週に各委員会の実績報告。
・第４週は18:30からの夜の例会となり、1,000
円を徴収。
⑶その他
・６月30日㈬に茨城新聞に掲載する水戸市内6RC
の広告について
水戸市特集として30,000円（税込み）の広告費
を負担する。
・長谷川会員への米寿祝の記念品について
花束と記念品を贈る。
・消防自動車をフィリピンに送る件
搬出する港までの送料20万円以外に、バッテリー
交換や整備が必要なため、その経費が分かった段
階で判断する。次年度に持ち越す。
・おひさま食堂で使う為にトヨタカローラ茨城から
いただいた車の件
実際に車を活用していないため、返却の方向で話
し合いに入りたい。しかし、税金など必要経費に
関しては、水戸南RCが持つ。
・IM負担金の4,000円及び、地区大会登録料の残
5,000円について
IMは中止により返金、地区大会は登録料10,000
円に対し5,000円に減額の為、次年度にクラブ
へ還元する。
・
「らくらく連絡網」及び「My ROTARY」の登録推
進を努力する。
・6月30日で国本美加会員と長洲雅彦会員が退会
することが承認されました。

42,000円
140,000円
1,766,000円

■財団BOX（５月28日（金）扱）
篠原

勉会員……財団の友献金 ポリオプラス
（第１回）
$100 10,900円（累計$7,100）
粂田信行会員……財団の友献金 ポリオプラス
（第７回）
$100 10,900円（累計$5,700）
米川幸喜会員……財団の友献金 ポリオプラス
（第７回）
$100 10,900円（累計$2,700）
宇留野秀一会員…財団の友献金 ポリオプラス
（第７回）
$100 10,900円（累計$1,700）
小泉正史会員……財団の友献金 ポリオプラス
（第４回）
$100 10,900円（累計$1,400）
月例献金（４月分）…2,489円
月例献金（５月分）…2,767円
この計

７件

$500外

北海道2500REC
人見光一
第2820地区 地区大会
長谷川國雄
志村 保
小川啓子
北海道2500REC
人見光一

59,756円
卓話「現代社会と自己決定権〜
イレズミ問題〜」
弁護士 篠﨑和則氏(水戸RC)

■米山BOX（５月28日（金）扱）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計620,000円）
太田聖史会員……米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計310,000円）
宇留野秀一会員…米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計180,000円）
小泉正史会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計130,000円）
この計

４件

40,000円

出席報告
５月第４例会（５月28日）
出席状況

雑誌の時間〜ロータリーの友５月
号を紹介する兼子充裕雑誌委員

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

83名

49＋（2）名

32名

65.38％

篠﨑弁護士、楽しいお話をありがと
うございました

前週訂正出席率67.09％
（ ）
は、Zoom

