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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ロータリー親睦活動月間
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６月第２例会プログラム
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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
塩沢富夫パスト会長
米寿のお祝い・花束贈呈
長谷川國雄会員
米山功労者感謝状伝達
水口二良会員（第７回）奈良早苗会員（第２回）
雑誌の時間「ロータリーの友６月号」
雑誌委員会
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
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
ロータリーソング
点鐘・閉会

「合同情報集会」国際奉仕・クラブ管理運営委員会〜次年度、
よろしくお願いします

国際ロータリー第2820地区

１ ６月18日㈮の例会に、柴山博光第3分区ガバナー
補佐と大木清実次年度第３分区ガバナー補佐が当ク
ラブを訪問されます。
２ ６月４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）
〈職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕委員会合同〉 11:30〜
篠原 勉、石井浩一、軍司由佳、根本直哉、
山下真悟、桑名武之、菊池秀機
〈クラブ管理運営・国際奉仕委員会合同〉 13:30〜
篠原 勉、石井浩一、石川啓司、赤岩賢二、
二川隆司

３ 櫻井盛二会員の役職が変わりました。
㈲茨城歯研 代表取締役→会長
４ 2021-2022年度社会奉仕・ロータリー財団合同
研究会が開催されます。
日

時：７月17日㈯
受付 9:30（Zoom開始） 閉会 12:00
会 場：ダイヤモンドホール
筑西市玉戸1053-4 TEL.0296-28-8511
※Zoom参加も可能
登録料：会場参加
一人6,000円
Zoom参加 一人5,000円
出席者：根本直哉次年度社会奉仕委員長
宇留野秀一次年度ロータリー財団委員長

５ 次回例会日程
日 時：６月18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Ⅱ」
奉仕プロジェクト、職業奉仕、社会奉仕、
青少年奉仕、国際奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

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
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保
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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

クラブ会報委員会／委員長：米川幸喜

副委員長：菊池秀機
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2020-2021年度
会員組織委員会

事業実績報告Ⅰ
Ⅰ
ロータリー情報委員会

委員長

篠原

勉

４名の新会員が入会し、９名の会員が退会しました。（６

委員長

鈴木

憲一

本年度は会員選考委員会より、鈴木さちよ会員、中庭浩実

月に退会する予定者３名を含みます）

会員、小沼広太会員、鏡渕洋会員の４名の推薦があり、それ

職業分類委員会

た。

なお、出席規定免除有資格者は24名です。

委員長

ぞれオリエンテーションを行いました。

退会防止は、水越光男委員長自らが退会されてしまいまし

兼子

充裕

１．総務省統計局の「日本標準産業分類」を基本として、職
業分類調査を実施しました。

コロナの影響で親睦活動や奉仕行事が出来ず、退会が増え

るのでないかと危惧されます。

クラブ管理運営委員会

２．新会員の職業分類を決定しました。

３．新しい職業分類の化粧品製造販売業、井戸管理、農作物
販売加工を開放しました。

委員長

粂田

信行

各委員会とも、委員長を中心に活動していただきました。
委員会は、コロナ禍のために、開催できませんでした。

会員選考委員会
委員長

根本

次

会員選考委員会は、推薦された新会員候補者が、水戸南

ロータリークラブの一員として、適格かどうか審査する委員
会です。

今年度は、４名の会員が入会しました。

一人目は、選考する時間がなかったのでオリエンテーショ

ンに参加させていただき確認させていただきました。

二人目は、推薦者に色々と話を伺い選考致しました。

三人目は、幹事のはからいで、例会に体験参加していただ

き、また、四人目は、例会後に例会場までわざわざ来ていた
だき、本人と色々とお話をすることができ、選考することが
出来ました。

これからも、新会員候補者と会う機会を設けて会員選考す

る事が望ましいと思います。

出席委員会
委員長

谷島

孝明

＊会務報告にて出席率のご報告をさせていただきました。

＊Zoomによる例会出席をIT資料委員会の協力のもと、推
進してまいりました。また、Zoomの登録方法に詳しい
会員のご協力により、多くの会員に登録をしていただきま
した。

＊例会出席率100％の会員の表彰をしました。（41名）

このような状況のなか、例会にご出席いただきました会員

の皆様に感謝申し上げます。ご協力ありがとうございまし
た。

親睦活動委員会
委員長

高柳

益美

本年度はコロナの為に、行事と言う行事の殆どが中止に成

会員増強委員会
委員長

岡村

太郎

今年度基本方針及び事業計画に則り、会員増強活動を実施

しました。

りました。

振り返ると、例会のビジター・ゲスト紹介と誕生祝いだけ

で終わった一年です。

形に成ったのは、御膳箸を誕生祝いにプレゼントできた事

①新会員６名の増強目標に対し、入会者４名（うち30代２

です。

②会員増強ミーティングについては実施出来ず。

御来する事を願うばかりです。

名）
。女性会員３名の増強目標に対し、入会者１名。

③新会員候補者リストを作成し、次年度以降も継続してリク
ルートに活用。

④電話・SNSを活用し個別訪問を実施予定でしたが、コロ
ナの影響により未実施。

⑤入会申込書・クラブ略歴書（水戸南RCパンフ）・ロータ

リーの友を新会員候補者に手渡しし、ロータリークラブの
活動紹介と魅力を発信。

新型コロナウイルス感染症の影響で例会が休会、対面で会

うことも制限される中で思うような会員増強活動が出来ませ
んでした。

しかしながら、今年度４名の新会員を迎えることが出来ま

したことは、会長幹事をはじめ推薦者の皆様、水戸南RC会
員の皆様のご協力によるものと心より感謝しております。

次年度の親睦活動委員会の皆様が御活躍できる環境が早く

会場運営委員会
委員長

中川

勝義

今年度は、コロナの影響で通常の例会が出来ない状況の

中、ホテル側と相談し、コロナに対応するテーブルの配置な
ど、気を配る一年でした。

早くコロナが終息することを願い、今年度の報告といたし

ます。
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2020-2021年度
プログラム委員会

事業実績報告Ⅰ
Ⅰ
IT資料委員会

委員長

石井

浩一

今年度の事業計画方針に則り、委員会メンバー全員協力の

もとでスムーズな例会運営と司会進行を図った。

また、今年度よりZoomによるオンライン例会とリアル

例会のハイブリッド方式をIT資料委員会の支援を頂き、実

現した。次年度以降もオンライン例会の可能性を探って頂き
たい。

①月間テーマに即したプログラムを企画した。下半期には、

休会の期間が発生し、関係各位の協力を得て例会プログラ
ムの再編成を行った。

②卓話者選考では、クラブ会員からのご紹介、卓話者に対し

てクラブ会員から繋いで頂く等、会員の広い人脈で援助し
て頂いた。

③司会担当は、当該委員持ち回りで実施した。

クラブの皆様、１年間ご協力ありがとうございました。

委員長

宇留野秀一

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しまし
た。その際にプログラム委員会と連動して、卓話の情報や
誕生祝いの対象者などをアナウンスしました。

③その他、らくらくメールにて卓話のビデオや資料を配信し
ました。

④卓話にてIT活用の説明をさせて頂き、特にMy ROTARY
の登録とらくらく連絡網の活用を啓蒙しました。
・My ROTARYの登録者

36.14％（５月末時点、期首

は34.12％）

・らくらくメール登録者

70名（５月末時点）

⑤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。１回平均４名程
度の会員が利用しています。Zoom配信は９月４日の例

広報委員会
委員長

根本

直哉

今年度の活動としては、主に昨年度までの継続事業を行い

ました。

FMぱるるんでのCM放送、クラブのFacebookにおい

て例会等の様子を発信しました。

中止となってしまった事業等があり、それらの広報活動が

できなかったのは残念に思います。

現況におけるクラブ広報というものを、工夫して行えな

かったのは反省点です。

会以降、すべて実施。下半期からは、食事の間に週報を画

面共有して写すなど、Zoom参加者がより有意義となる
ような工夫を行いました。

⑥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。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。

⑦理事会のZoom開催をサポートしました。

雑誌委員会

会報委員会
委員長

米川

幸喜

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、多くの記事や写真を週報に掲載しまし
た。

【掲載内容】

委員長

小泉

コロナの影響で紹介出来ない月もありました。

委員会のメンバー、その他の方々にご協力いただきありが

とうございました。

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・野球部等）

５．各委員会の活動（ニコニコBOX・ロータリー財団・米
山記念奨学・プログラム委員会の司会等）

今年度は、新型コロナウイルス感染の影響で、例会の休会

や家族例会の中止など週報に掲載できなかった行事が多々あ
りましたが、コロナ禍の中でのクラブ活動の雰囲気を感じて
頂けるような週報作成を心掛けて活動いたしました。

正史

雑誌の時間を今年度も第二例会時に紹介していましたが、

会 食メニュー
サラダ
翡翠仕立てのトロミスープ
細切りポークのオイスターソース炒め
ぷりぷり海老と卵のチリソース
白飯・ザーサイ
フルーツ入り杏仁
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６月第１例会 ６月４日（金）
■ゲスト
米山奨学生 グェン，ゴック アン さん

■ニコニコBOX（６月４日（金）扱）
志村

保会員……米田さん、戻ってきて元気そうで何よりです。

小川啓子会員……米田さん、お帰りなさい！グェン，ゴック

アン

さん、ようこそ！！
久保田啓藏会員…地区大会にて40年以上の在籍で表彰を頂き、有
難うございました。

本日のロータリーの時間は志村保会長です

井澤卓司会員……水戸南RC創立50周年記念事業に向けての卓話を
致します。会員の皆様の事業へのご協力を心から
お願い申し上げます。
篠原

勉会員……先週の例会にて、５月誕生祝いを有難うございま
す。米田会員、例会出席おめでとうございます。

鈴木憲一会員……米田会員、例会にご出席できるようになって良
かった。
米田英雄会員……お久し振りです。皆様からご心配、お気遣い有難
うございました。
深谷

地区大会表彰「在籍40年以上会員」
久保田啓藏会員、長谷川國雄会員

智会員……米ちゃん、例会出席おめでとうございます。

粂田信行会員・赤岩賢二会員
……米田さん、お元気になって良かったですね。
久信田秀一会員…お久し振りです。
岡村太郎会員……米田さん、お帰りなさい。ご無事で何よりです。
原口一吉会員……米田さん元気にお帰りなさい。
鈴木さちよ会員…米田さん、ご無事で本当に良かったですね。
兼子充裕会員……米ちゃん、大変でしたね。
石川啓司会員……梅雨入りの植木バサミに、かたつむり。
奈良早苗会員……米田さん、生還おめでとう。
鈴木由紀子会員・桑名武之会員

地区大会表彰「長寿会員」

長谷川國雄会員

……米田さん、お帰りなさい。
金原和美会員……井澤会員、卓話宜しくお願い致します。
この計

20件

50,000円

■会員メークアップ
５/31

北海道2500REC

人見光一

６/ １

北海道2500REC

野口英壽
長谷川國雄会員、久保田啓藏会員「大先輩からのスピーチ」です

米山奨学金授与

グェン，ゴック アンさん

出席報告
６月第１例会（６月４日）
出席状況

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

本日から米田英雄会員が復帰しました(^^)

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

83名

46＋（5）名

32名

66.23％

前週訂正出席率69.62％
（ ）
は、Zoom

