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兼子充裕雑誌アドバイザー
本日のロータリーの時間
塩沢富夫パスト会長

米山功労者感謝状伝達
水口ニ良会員、奈良早苗会員

米寿のお祝い・花束と記念品の贈呈　長谷川國雄会員

太田聖史青少年奉仕委員長 軍司由佳社会奉仕委員長

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

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

水戸南
ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

週　報
幹幹 事事 報報 告告

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆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

■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

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　委員：柏　　茂

●会　長　志村　　保　会長エレクト　篠原　　勉
●幹　事　小川　啓子　副会長　　　　粂田　信行
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　石井　浩一

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

池田ガバナー事務所より地区大会YouTube配信のお知らせです。
RI第2820地区ホームページ、ロータリー会員入口か
らの「ガバナー事務所よりのお知らせ」にURLを張り
付けてあります。クリックしてご覧ください。
今年度会計について
６月は決算期ですので、各委員会活動においてお支
払いがございましたら、至急事務局まで請求書をご
提出ください。
６月11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）
〈職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報、姉妹・友好クラブ交流〉11:30～
篠原　勉、石井浩一、川﨑紀子、深谷　智、
小川啓子、松本隆史、岡村太郎、鈴木憲一、
佐藤昌樹、橋本　哲

〈出席、親睦活動、会場運営、プログラム〉13:30～
篠原　勉、石井浩一、川﨑英輝、人見光一、
赤岩賢二、原口一吉、谷島孝明

2021-2022年度クラブ奉仕研究会が開催されます。
日　時：７月10日㈯　受付・Zoom開始 12:30
　　　　開会 13:00　閉会 17:00
会　場：ホテルクリスタルパレス

ひたちなか市大平1-22-1　TEL.273-7711
登録料：15,000円（1RC）
出席者：篠原　勉次年度会長、石井浩一次年度幹事、

粂田信行次年度会長エレクト
2021-2022年度青少年奉仕研究会が開催されます。 
日　時：７月18日㈰　受付・Zoom開始 9:30

開会 10:00　閉会 11:30（お弁当持帰り）
会　場：ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸

水戸市大工町1-2-1　TEL.303-5119
登録料：6,000円（追加会場参加は1名3,000円、

追加Zooｍ参加は無料）
出席者：桑名武之次年度青少年奉仕委員長
次回例会日程 
日　時：６月25日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
〈志村年度締めくくりの会長・幹事慰労会〉

６月第２例会　６月11日（金）

クラブ協議会
「委員会実績報告Ⅰ」
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前週訂正出席率66.67％
（　）は、Zoom83名 52＋（2）名 29名 68.35％６月第２例会（６月11日）

出席状況

Vol.48  No35（第2265）－１ 2021年（令和３年）６月18日（金）
ロータリー親睦活動月間

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈我等の生業〉※ご静聴ください
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 笹館康男パスト会長
 5. 柴山博光第３分区ガバナー補佐ご挨拶・

大木清実次年度第３分区ガバナー補佐ご挨拶
 6. 会　食
 7. 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）
 8. 幹事報告
 9. 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

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

６月第３例会プログラム
2021年６月18日（金）

１

２

３

４

５

６

長谷川國雄会員…

佐藤　衛会員……
志村　保会員……
久保田啓藏会員・佐藤昌樹会員
　　　　　　……
笹館康男会員……
塩沢富夫会員……
中川勝義会員……
谷島孝明会員……
軍司由佳会員……

大金　誠会員……
水口二良会員・櫻井盛二会員・赤岩賢二会員・上野義哉会員
　　　　　　……
井澤卓司会員……

川﨑紀子会員……

高柳益美会員……

原口一吉会員……
録田幸裕会員……
小路　實会員……
石川啓司会員……
武田　誠会員……

奈良早苗会員……

岡村太郎会員……
山下真悟会員……

鈴木由紀子会員…

鈴木さちよ会員…
金原和美会員……

①88歳の御祝い有難うございます。
②先週は地区より感謝状を頂きまして有難うござ
いました。

長谷川会員、米寿おめでとうございます。
長谷川会員、米寿おめでとうございます。

長谷川パストガバナー、米寿おめでとうございます。
佐藤　衛さん、お久し振りです。
長谷川パストガバナー、おめでとうございます。
新型コロナウイルスに気をつけましょう。
皆様、元気が一番です。
長谷川パストガバナー、おめでとうございます。
佐藤　衛さん、お久し振りです。
２度目のワクチン接種が終わりました。

長谷川会員、米寿おめでとうございます。
長谷川会員、米寿おめでとうございます。いつま
でもお元気で！！
志村会長、小川幹事、終わりが近づいて来ました
ね。頑張って下さい。
今月中に新型コロナウイルスは、ほぼ少なくなって
きます。株価が過去最高の値上げをするでしょう。
今日も生かされて有難う！！有難う！！
長谷川会員、おめでとうございます。
米田会員、退院おめでとうございます。
ワクチン接種ができて幸いです。
志村会長・小川幹事、一年間新型コロナウイルス
と戦いながらのロータリー活動、本当にご苦労様
でした。
祖父の大切に保管していた渋澤栄一の掛け軸と書
簡が弘道館に展示されています。どうぞ、足をお
運び下さい。
長谷川会員、おめでとうございます！
今日は入梅の日です。梅雨入りは感じられない晴
天で気持ちがいいですね。
６月１日に12チャンネルWBSに出演しました！！
本日、シャモ組合より頼まれて広告を入れさせて
もらいました。よろしくお願いします。
暑くなってきましたが元気に頑張りましょう。
長谷川パストガバナー、米寿おめでとうございます。

■ニコニコBOX（６月11日（金）扱）

この計　　　30件　　　107,000円
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５月第２例会（５月14日（金））卓話「中高一貫教育校について」

奉仕プロジェクト委員会
委員長　小路　　實

　コロナ禍の中、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉
仕、姉妹・友好クラブ交流各委員会の実績が伴わないまま、
今年度が終了してしまい、残念の極みでした。
　来年度の活発な活動を期待しております。

職業奉仕委員会
委員長　長洲　雅彦

　職業奉仕委員会の事業と致しましては、例年実施しており
ます青少年奉仕委員会と協力して行う「出前授業」と、社会
奉仕委員会と協力して行う「職場訪問」を計画しておりまし
た。
　例年10月頃に実施しておりました「出前授業」につきま
しては、新型コロナウイルスの影響で学校が休校となり、通
常の授業数が不足していることや、第二波コロナ感染拡大期
に差し掛かっていたこともあり、３月迄の実施は見送り、４
月～６月での実施を模索しておりましたが、コロナ感染拡大
が収まらず、緊急事態宣言が発令されている状況を鑑み、今
年度の実施を止むを得ず見送りました。
　「職場訪問」につきましては、１月８日に水戸東照宮を訪
問致しました。当日は水戸東照宮の宮本宮司に東照宮の歴史
等お話し頂く予定でしたが、宮本宮司にどうしても外せない
急用が入ってしまい、代役として小川幹事に徳川家康公の蘊
蓄を語って頂き、巫女舞を見学し、コロナ終息を願って参拝
を致しました。駐車場の案内や、コロナ感染予防の為の体温
測定、消毒等、親睦活動委員会、会場運営委員会の方々にご
協力頂きながら、無事「職場訪問」が実施できました事、改
めて感謝申し上げます。
　2020-2021年度は、残念ながら満足のいく活動が出来
ませんでしたが、次年度以降は今まで以上に活発な活動が出
来る事を願っております。

社会奉仕委員会
委員長　軍司　由佳

・ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市への支援とし
て水戸市三の丸にある附属小学校隣に「二の丸角櫓」を再
建したことにより、市道の入り口に『水戸学の道』の案内
板を設置し、地域住民、並びに水戸に訪れた観光客の案内
板としても奉仕しました。
・おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボランティアと
連携により、双葉台市民センターにてお弁当の配布を実施
して、身近な奉仕活動を実践してきました。また、コロナ
の影響により、緊急事態宣言時には、活動は休止していま
した。
・昨年改装されたばかりの東照宮にて、ひとりひとりの健康
と生活向上の祈願及び公共の為に職業奉仕委員会と共に
「職場訪問」を実施し、奉仕しました。

青少年奉仕委員会
委員長　太田　聖史

・「第41回RYLAセミナー」（10月11日）に志村会長他5
名で参加。コロナ禍の影響により、水戸プラザホテルでオ
ンライン参加となった。

・第19回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバスケッ
トボール大会は、コロナ禍の影響により中止となった。

・青少年奉仕月間であった５月第２例会では茨城県高校教育
課の深澤室長補佐による「中高一貫教育校について」とい
うテーマでの卓話を行った。

　以上、会員の皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。

国際奉仕委員会
委員長　川澄千亜紀

　今年も、コロナ禍の影響により、奉仕活動が出来ませんでした。
　来年、この世界状況を抜け出し、国際交流がまた盛んにな
りましたら、来年度の国際奉仕委員会にぜひ協力させていた
だき、奉仕活動に参加したいと思います。
　SDGs等を意識した活動を国際ロータリークラブなどの奉
仕団体が率先して、社会に広げていく必要があると思います。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　奈良　早苗

　上半期・下半期共に、コロナ禍の影響により、活動は何ひ
とつ実行できませんでした。
　状況を把握し、次年度に繋げたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長　上野　義哉

　コロナ禍で休会もあり、また、例会出席率が思わしくな
かったなか、皆様に多大なるご協力をいただき、
⑴年次寄付　１人130$×85名＝11,050$
　実績11,600$（暫定）
⑵ポリオプラス　１人20$×85名＝1,700$
　実績　1,800$（暫定）
⑶ベネファクター（1,000＄寄付）１人以上
　実績　１名
と目標を達成することができました。ご協力ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会
委員長　鈴木由紀子

・米山記念奨学金寄付金額（５/21現在）
　￥1,937,500 （94%）
コロナ禍で２月例会が休会だったこともあり、目標の達成
には至らなかった。

・米山奨学生　ス ミャッ ノー アウンさん（ミャンマー）
国の内戦のために帰ることは危険なので、日本での就職を
希望したいとの事だったので、会員の方々に相談したとこ
ろ、コロナ禍でどの企業も大変ななか、大原康宏会員の会
社で社員として雇っていただきました。ロータリアンの素
晴らしい活動を経験できました。

・米山記念奨学カウンセラー鈴木憲一会員による奨学生交流
の実施

ニコニコBOX委員会
委員長　金原　和美

⑴例会時寄付金総額　562件 1,765,000円（５月28日現在）
⑵今年度会費から　　　　 　1,690,000円
　今年度は、会費にニコニコBOXの寄付金を例年より多く
入れていただけたことで、例会時の寄付目標金額の1,275,000
円を大きく上回ることができました。
　コロナ禍で、休会が続き、目標金額達成は難しいかと思わ
れましたが、会員の皆様のご支援により目標金額を達成する
ことができました。
　ご献金いただけました皆様に心より感謝申し上げます。

会計委員会
委員長　細谷　達朗、鏡渕　　洋

　転勤のため、途中で委員長が交代ということになりましたが、
○クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正な会計
処理を実施してまいりました。

○引き続きクラブ運営が円滑にできるように、適正な会計処
理に努めてまいります。

一、下館第一の併設型中高一貫教育校５校、令和３年度
に水戸第一、土浦第一の併設型中高一貫教育校２校と勝
田中等教育学校１校の計３校が開校しました。令和４年
度に水海道第一、下妻第一の併設型中高一貫教育校２校
が開校する予定です。
　中高一貫教育校の特長としては、国際教育、科学教
育、探究活動、学校行事などで６年間を見通した教育活
動が展開できることが挙げられます。また、中学生と高
校生の交流も特長で、中学生に対して高校生が先生役で
教えるなどの異年齢交流にも取り組んでいます。
　今年度開校の３校を含む８校において、ICTを活用し
た授業、地域についての探究活動、異年齢交流などが始
まっております。水戸一高附属中では、数学の「正負の
数」の授業で社会の「時差」を扱う教科横断的な学習、
生徒が給食の郷土料理や世界の料理を紹介し地域や他国
の文化を学ぶ取組を行っています。
　今後も中高一貫教育校を含む県立学校全体の教育活動
の充実に取り組んでまいります。

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

　茨城県では県立高等学校改革プランに基づき、魅力あ
る学校づくりを進めています。
　これからの県立高等学校等の果たすべき役割として、
新たな価値を創造する「起業家精神」を育成すること、
「地域の中の学校」として地域の人財を地域で育成する
ことを掲げています。具体的な教育イメージは、主体的
な学びや課題解決型学習などを重視し、対話する力、活
用する力、発見力、探究力、実行力といった能力を育
み、大きく変化していく社会の課題に対応できる人財の
育成です。また、交通網の変化や生徒の志願状況・通学
実態を考慮し、５つの旧通学区を12エリアに分け、学
校・学科の配置を検討いたしました。
　中高一貫教育校については、平成に開校した並木中
等、日立一高附属中、古河中等の学力向上、個性の伸長
の成果等を踏まえ、また、遠方からの通学者、志願倍率が
高いことなどから、より通学しやすい場所への設置を進
めております。
　令和２年度に太田第一、鉾田第一、鹿島、竜ヶ崎第

日　時　令和３年６月11日㈮　12:15～
場　所　水戸プラザホテル
出席者　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　　軍司由佳　　石井浩一
　　　　　根本直哉　　上野義哉　　鈴木由紀子
　　　　　岡村太郎　　谷島孝明　　高柳益美
オブザーバー　根本 次

議事・決議事項
⑴髙橋伸之会員の退会の件
　出席者全員により承認されました。

2020-2021年度　第8回臨時理事会　議事録
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５月第２例会（５月14日（金））卓話「中高一貫教育校について」

奉仕プロジェクト委員会
委員長　小路　　實

　コロナ禍の中、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉
仕、姉妹・友好クラブ交流各委員会の実績が伴わないまま、
今年度が終了してしまい、残念の極みでした。
　来年度の活発な活動を期待しております。

職業奉仕委員会
委員長　長洲　雅彦

　職業奉仕委員会の事業と致しましては、例年実施しており
ます青少年奉仕委員会と協力して行う「出前授業」と、社会
奉仕委員会と協力して行う「職場訪問」を計画しておりまし
た。
　例年10月頃に実施しておりました「出前授業」につきま
しては、新型コロナウイルスの影響で学校が休校となり、通
常の授業数が不足していることや、第二波コロナ感染拡大期
に差し掛かっていたこともあり、３月迄の実施は見送り、４
月～６月での実施を模索しておりましたが、コロナ感染拡大
が収まらず、緊急事態宣言が発令されている状況を鑑み、今
年度の実施を止むを得ず見送りました。
　「職場訪問」につきましては、１月８日に水戸東照宮を訪
問致しました。当日は水戸東照宮の宮本宮司に東照宮の歴史
等お話し頂く予定でしたが、宮本宮司にどうしても外せない
急用が入ってしまい、代役として小川幹事に徳川家康公の蘊
蓄を語って頂き、巫女舞を見学し、コロナ終息を願って参拝
を致しました。駐車場の案内や、コロナ感染予防の為の体温
測定、消毒等、親睦活動委員会、会場運営委員会の方々にご
協力頂きながら、無事「職場訪問」が実施できました事、改
めて感謝申し上げます。
　2020-2021年度は、残念ながら満足のいく活動が出来
ませんでしたが、次年度以降は今まで以上に活発な活動が出
来る事を願っております。

社会奉仕委員会
委員長　軍司　由佳

・ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市への支援とし
て水戸市三の丸にある附属小学校隣に「二の丸角櫓」を再
建したことにより、市道の入り口に『水戸学の道』の案内
板を設置し、地域住民、並びに水戸に訪れた観光客の案内
板としても奉仕しました。
・おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボランティアと
連携により、双葉台市民センターにてお弁当の配布を実施
して、身近な奉仕活動を実践してきました。また、コロナ
の影響により、緊急事態宣言時には、活動は休止していま
した。
・昨年改装されたばかりの東照宮にて、ひとりひとりの健康
と生活向上の祈願及び公共の為に職業奉仕委員会と共に
「職場訪問」を実施し、奉仕しました。

青少年奉仕委員会
委員長　太田　聖史

・「第41回RYLAセミナー」（10月11日）に志村会長他5
名で参加。コロナ禍の影響により、水戸プラザホテルでオ
ンライン参加となった。

・第19回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバスケッ
トボール大会は、コロナ禍の影響により中止となった。

・青少年奉仕月間であった５月第２例会では茨城県高校教育
課の深澤室長補佐による「中高一貫教育校について」とい
うテーマでの卓話を行った。

　以上、会員の皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。

国際奉仕委員会
委員長　川澄千亜紀

　今年も、コロナ禍の影響により、奉仕活動が出来ませんでした。
　来年、この世界状況を抜け出し、国際交流がまた盛んにな
りましたら、来年度の国際奉仕委員会にぜひ協力させていた
だき、奉仕活動に参加したいと思います。
　SDGs等を意識した活動を国際ロータリークラブなどの奉
仕団体が率先して、社会に広げていく必要があると思います。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　奈良　早苗

　上半期・下半期共に、コロナ禍の影響により、活動は何ひ
とつ実行できませんでした。
　状況を把握し、次年度に繋げたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長　上野　義哉

　コロナ禍で休会もあり、また、例会出席率が思わしくな
かったなか、皆様に多大なるご協力をいただき、
⑴年次寄付　１人130$×85名＝11,050$
　実績11,600$（暫定）
⑵ポリオプラス　１人20$×85名＝1,700$
　実績　1,800$（暫定）
⑶ベネファクター（1,000＄寄付）１人以上
　実績　１名
と目標を達成することができました。ご協力ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会
委員長　鈴木由紀子

・米山記念奨学金寄付金額（５/21現在）
　￥1,937,500 （94%）
コロナ禍で２月例会が休会だったこともあり、目標の達成
には至らなかった。

・米山奨学生　ス ミャッ ノー アウンさん（ミャンマー）
国の内戦のために帰ることは危険なので、日本での就職を
希望したいとの事だったので、会員の方々に相談したとこ
ろ、コロナ禍でどの企業も大変ななか、大原康宏会員の会
社で社員として雇っていただきました。ロータリアンの素
晴らしい活動を経験できました。

・米山記念奨学カウンセラー鈴木憲一会員による奨学生交流
の実施

ニコニコBOX委員会
委員長　金原　和美

⑴例会時寄付金総額　562件 1,765,000円（５月28日現在）
⑵今年度会費から　　　　 　1,690,000円
　今年度は、会費にニコニコBOXの寄付金を例年より多く
入れていただけたことで、例会時の寄付目標金額の1,275,000
円を大きく上回ることができました。
　コロナ禍で、休会が続き、目標金額達成は難しいかと思わ
れましたが、会員の皆様のご支援により目標金額を達成する
ことができました。
　ご献金いただけました皆様に心より感謝申し上げます。

会計委員会
委員長　細谷　達朗、鏡渕　　洋

　転勤のため、途中で委員長が交代ということになりましたが、
○クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正な会計
処理を実施してまいりました。

○引き続きクラブ運営が円滑にできるように、適正な会計処
理に努めてまいります。

一、下館第一の併設型中高一貫教育校５校、令和３年度
に水戸第一、土浦第一の併設型中高一貫教育校２校と勝
田中等教育学校１校の計３校が開校しました。令和４年
度に水海道第一、下妻第一の併設型中高一貫教育校２校
が開校する予定です。
　中高一貫教育校の特長としては、国際教育、科学教
育、探究活動、学校行事などで６年間を見通した教育活
動が展開できることが挙げられます。また、中学生と高
校生の交流も特長で、中学生に対して高校生が先生役で
教えるなどの異年齢交流にも取り組んでいます。
　今年度開校の３校を含む８校において、ICTを活用し
た授業、地域についての探究活動、異年齢交流などが始
まっております。水戸一高附属中では、数学の「正負の
数」の授業で社会の「時差」を扱う教科横断的な学習、
生徒が給食の郷土料理や世界の料理を紹介し地域や他国
の文化を学ぶ取組を行っています。
　今後も中高一貫教育校を含む県立学校全体の教育活動
の充実に取り組んでまいります。

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

　茨城県では県立高等学校改革プランに基づき、魅力あ
る学校づくりを進めています。
　これからの県立高等学校等の果たすべき役割として、
新たな価値を創造する「起業家精神」を育成すること、
「地域の中の学校」として地域の人財を地域で育成する
ことを掲げています。具体的な教育イメージは、主体的
な学びや課題解決型学習などを重視し、対話する力、活
用する力、発見力、探究力、実行力といった能力を育
み、大きく変化していく社会の課題に対応できる人財の
育成です。また、交通網の変化や生徒の志願状況・通学
実態を考慮し、５つの旧通学区を12エリアに分け、学
校・学科の配置を検討いたしました。
　中高一貫教育校については、平成に開校した並木中
等、日立一高附属中、古河中等の学力向上、個性の伸長
の成果等を踏まえ、また、遠方からの通学者、志願倍率が
高いことなどから、より通学しやすい場所への設置を進
めております。
　令和２年度に太田第一、鉾田第一、鹿島、竜ヶ崎第

日　時　令和３年６月11日㈮　12:15～
場　所　水戸プラザホテル
出席者　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　　軍司由佳　　石井浩一
　　　　　根本直哉　　上野義哉　　鈴木由紀子
　　　　　岡村太郎　　谷島孝明　　高柳益美
オブザーバー　根本 次

議事・決議事項
⑴髙橋伸之会員の退会の件
　出席者全員により承認されました。

2020-2021年度　第8回臨時理事会　議事録



2－Vol.48  No35（第2265） Vol.48  No35（第2265）－3

Ⅱ2020-2021年度　事業実績報告Ⅱ Ⅱ2020-2021年度　事業実績報告Ⅱ

５月第２例会（５月14日（金））卓話「中高一貫教育校について」

奉仕プロジェクト委員会
委員長　小路　　實

　コロナ禍の中、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉
仕、姉妹・友好クラブ交流各委員会の実績が伴わないまま、
今年度が終了してしまい、残念の極みでした。
　来年度の活発な活動を期待しております。

職業奉仕委員会
委員長　長洲　雅彦

　職業奉仕委員会の事業と致しましては、例年実施しており
ます青少年奉仕委員会と協力して行う「出前授業」と、社会
奉仕委員会と協力して行う「職場訪問」を計画しておりまし
た。
　例年10月頃に実施しておりました「出前授業」につきま
しては、新型コロナウイルスの影響で学校が休校となり、通
常の授業数が不足していることや、第二波コロナ感染拡大期
に差し掛かっていたこともあり、３月迄の実施は見送り、４
月～６月での実施を模索しておりましたが、コロナ感染拡大
が収まらず、緊急事態宣言が発令されている状況を鑑み、今
年度の実施を止むを得ず見送りました。
　「職場訪問」につきましては、１月８日に水戸東照宮を訪
問致しました。当日は水戸東照宮の宮本宮司に東照宮の歴史
等お話し頂く予定でしたが、宮本宮司にどうしても外せない
急用が入ってしまい、代役として小川幹事に徳川家康公の蘊
蓄を語って頂き、巫女舞を見学し、コロナ終息を願って参拝
を致しました。駐車場の案内や、コロナ感染予防の為の体温
測定、消毒等、親睦活動委員会、会場運営委員会の方々にご
協力頂きながら、無事「職場訪問」が実施できました事、改
めて感謝申し上げます。
　2020-2021年度は、残念ながら満足のいく活動が出来
ませんでしたが、次年度以降は今まで以上に活発な活動が出
来る事を願っております。

社会奉仕委員会
委員長　軍司　由佳

・ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市への支援とし
て水戸市三の丸にある附属小学校隣に「二の丸角櫓」を再
建したことにより、市道の入り口に『水戸学の道』の案内
板を設置し、地域住民、並びに水戸に訪れた観光客の案内
板としても奉仕しました。

・おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボランティアと
連携により、双葉台市民センターにてお弁当の配布を実施
して、身近な奉仕活動を実践してきました。また、コロナ
の影響により、緊急事態宣言時には、活動は休止していま
した。

・昨年改装されたばかりの東照宮にて、ひとりひとりの健康
と生活向上の祈願及び公共の為に職業奉仕委員会と共に
「職場訪問」を実施し、奉仕しました。

青少年奉仕委員会
委員長　太田　聖史

・「第41回RYLAセミナー」（10月11日）に志村会長他5
名で参加。コロナ禍の影響により、水戸プラザホテルでオ
ンライン参加となった。

・第19回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバスケッ
トボール大会は、コロナ禍の影響により中止となった。

・青少年奉仕月間であった５月第２例会では茨城県高校教育
課の深澤室長補佐による「中高一貫教育校について」とい
うテーマでの卓話を行った。

　以上、会員の皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。

国際奉仕委員会
委員長　川澄千亜紀

　今年も、コロナ禍の影響により、奉仕活動が出来ませんでした。
　来年、この世界状況を抜け出し、国際交流がまた盛んにな
りましたら、来年度の国際奉仕委員会にぜひ協力させていた
だき、奉仕活動に参加したいと思います。
　SDGs等を意識した活動を国際ロータリークラブなどの奉
仕団体が率先して、社会に広げていく必要があると思います。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　奈良　早苗

　上半期・下半期共に、コロナ禍の影響により、活動は何ひ
とつ実行できませんでした。
　状況を把握し、次年度に繋げたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長　上野　義哉

　コロナ禍で休会もあり、また、例会出席率が思わしくな
かったなか、皆様に多大なるご協力をいただき、
⑴年次寄付　１人130$×85名＝11,050$
　実績11,600$（暫定）
⑵ポリオプラス　１人20$×85名＝1,700$
　実績　1,800$（暫定）
⑶ベネファクター（1,000＄寄付）１人以上
　実績　１名
と目標を達成することができました。ご協力ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会
委員長　鈴木由紀子

・米山記念奨学金寄付金額（５/21現在）
　￥1,937,500 （94%）
コロナ禍で２月例会が休会だったこともあり、目標の達成
には至らなかった。

・米山奨学生　ス ミャッ ノー アウンさん（ミャンマー）
国の内戦のために帰ることは危険なので、日本での就職を
希望したいとの事だったので、会員の方々に相談したとこ
ろ、コロナ禍でどの企業も大変ななか、大原康宏会員の会
社で社員として雇っていただきました。ロータリアンの素
晴らしい活動を経験できました。
・米山記念奨学カウンセラー鈴木憲一会員による奨学生交流
の実施

ニコニコBOX委員会
委員長　金原　和美

⑴例会時寄付金総額　562件 1,765,000円（５月28日現在）
⑵今年度会費から　　　　 　1,690,000円
　今年度は、会費にニコニコBOXの寄付金を例年より多く
入れていただけたことで、例会時の寄付目標金額の1,275,000
円を大きく上回ることができました。
　コロナ禍で、休会が続き、目標金額達成は難しいかと思わ
れましたが、会員の皆様のご支援により目標金額を達成する
ことができました。
　ご献金いただけました皆様に心より感謝申し上げます。

会計委員会
委員長　細谷　達朗、鏡渕　　洋

　転勤のため、途中で委員長が交代ということになりましたが、
○クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正な会計
処理を実施してまいりました。

○引き続きクラブ運営が円滑にできるように、適正な会計処
理に努めてまいります。

一、下館第一の併設型中高一貫教育校５校、令和３年度
に水戸第一、土浦第一の併設型中高一貫教育校２校と勝
田中等教育学校１校の計３校が開校しました。令和４年
度に水海道第一、下妻第一の併設型中高一貫教育校２校
が開校する予定です。
　中高一貫教育校の特長としては、国際教育、科学教
育、探究活動、学校行事などで６年間を見通した教育活
動が展開できることが挙げられます。また、中学生と高
校生の交流も特長で、中学生に対して高校生が先生役で
教えるなどの異年齢交流にも取り組んでいます。
　今年度開校の３校を含む８校において、ICTを活用し
た授業、地域についての探究活動、異年齢交流などが始
まっております。水戸一高附属中では、数学の「正負の
数」の授業で社会の「時差」を扱う教科横断的な学習、
生徒が給食の郷土料理や世界の料理を紹介し地域や他国
の文化を学ぶ取組を行っています。
　今後も中高一貫教育校を含む県立学校全体の教育活動
の充実に取り組んでまいります。

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

　茨城県では県立高等学校改革プランに基づき、魅力あ
る学校づくりを進めています。
　これからの県立高等学校等の果たすべき役割として、
新たな価値を創造する「起業家精神」を育成すること、
「地域の中の学校」として地域の人財を地域で育成する
ことを掲げています。具体的な教育イメージは、主体的
な学びや課題解決型学習などを重視し、対話する力、活
用する力、発見力、探究力、実行力といった能力を育
み、大きく変化していく社会の課題に対応できる人財の
育成です。また、交通網の変化や生徒の志願状況・通学
実態を考慮し、５つの旧通学区を12エリアに分け、学
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等、日立一高附属中、古河中等の学力向上、個性の伸長
の成果等を踏まえ、また、遠方からの通学者、志願倍率が
高いことなどから、より通学しやすい場所への設置を進
めております。
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５月第２例会（５月14日（金））卓話「中高一貫教育校について」

奉仕プロジェクト委員会
委員長　小路　　實

　コロナ禍の中、職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉
仕、姉妹・友好クラブ交流各委員会の実績が伴わないまま、
今年度が終了してしまい、残念の極みでした。
　来年度の活発な活動を期待しております。

職業奉仕委員会
委員長　長洲　雅彦

　職業奉仕委員会の事業と致しましては、例年実施しており
ます青少年奉仕委員会と協力して行う「出前授業」と、社会
奉仕委員会と協力して行う「職場訪問」を計画しておりまし
た。
　例年10月頃に実施しておりました「出前授業」につきま
しては、新型コロナウイルスの影響で学校が休校となり、通
常の授業数が不足していることや、第二波コロナ感染拡大期
に差し掛かっていたこともあり、３月迄の実施は見送り、４
月～６月での実施を模索しておりましたが、コロナ感染拡大
が収まらず、緊急事態宣言が発令されている状況を鑑み、今
年度の実施を止むを得ず見送りました。
　「職場訪問」につきましては、１月８日に水戸東照宮を訪
問致しました。当日は水戸東照宮の宮本宮司に東照宮の歴史
等お話し頂く予定でしたが、宮本宮司にどうしても外せない
急用が入ってしまい、代役として小川幹事に徳川家康公の蘊
蓄を語って頂き、巫女舞を見学し、コロナ終息を願って参拝
を致しました。駐車場の案内や、コロナ感染予防の為の体温
測定、消毒等、親睦活動委員会、会場運営委員会の方々にご
協力頂きながら、無事「職場訪問」が実施できました事、改
めて感謝申し上げます。
　2020-2021年度は、残念ながら満足のいく活動が出来
ませんでしたが、次年度以降は今まで以上に活発な活動が出
来る事を願っております。

社会奉仕委員会
委員長　軍司　由佳

・ロータリー財団地区補助金を利用し、水戸市への支援とし
て水戸市三の丸にある附属小学校隣に「二の丸角櫓」を再
建したことにより、市道の入り口に『水戸学の道』の案内
板を設置し、地域住民、並びに水戸に訪れた観光客の案内
板としても奉仕しました。

・おひさま食堂の継続事業をメンバー各位とボランティアと
連携により、双葉台市民センターにてお弁当の配布を実施
して、身近な奉仕活動を実践してきました。また、コロナ
の影響により、緊急事態宣言時には、活動は休止していま
した。

・昨年改装されたばかりの東照宮にて、ひとりひとりの健康
と生活向上の祈願及び公共の為に職業奉仕委員会と共に
「職場訪問」を実施し、奉仕しました。

青少年奉仕委員会
委員長　太田　聖史

・「第41回RYLAセミナー」（10月11日）に志村会長他5
名で参加。コロナ禍の影響により、水戸プラザホテルでオ
ンライン参加となった。

・第19回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバスケッ
トボール大会は、コロナ禍の影響により中止となった。

・青少年奉仕月間であった５月第２例会では茨城県高校教育
課の深澤室長補佐による「中高一貫教育校について」とい
うテーマでの卓話を行った。

　以上、会員の皆様のご理解・ご協力に感謝いたします。

国際奉仕委員会
委員長　川澄千亜紀

　今年も、コロナ禍の影響により、奉仕活動が出来ませんでした。
　来年、この世界状況を抜け出し、国際交流がまた盛んにな
りましたら、来年度の国際奉仕委員会にぜひ協力させていた
だき、奉仕活動に参加したいと思います。
　SDGs等を意識した活動を国際ロータリークラブなどの奉
仕団体が率先して、社会に広げていく必要があると思います。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　奈良　早苗

　上半期・下半期共に、コロナ禍の影響により、活動は何ひ
とつ実行できませんでした。
　状況を把握し、次年度に繋げたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長　上野　義哉

　コロナ禍で休会もあり、また、例会出席率が思わしくな
かったなか、皆様に多大なるご協力をいただき、
⑴年次寄付　１人130$×85名＝11,050$
　実績11,600$（暫定）
⑵ポリオプラス　１人20$×85名＝1,700$
　実績　1,800$（暫定）
⑶ベネファクター（1,000＄寄付）１人以上
　実績　１名
と目標を達成することができました。ご協力ありがとうござ
いました。

米山記念奨学委員会
委員長　鈴木由紀子

・米山記念奨学金寄付金額（５/21現在）
　￥1,937,500 （94%）
コロナ禍で２月例会が休会だったこともあり、目標の達成
には至らなかった。

・米山奨学生　ス ミャッ ノー アウンさん（ミャンマー）
国の内戦のために帰ることは危険なので、日本での就職を
希望したいとの事だったので、会員の方々に相談したとこ
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晴らしい活動を経験できました。
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の実施
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委員長　金原　和美
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ことができました。
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会計委員会
委員長　細谷　達朗、鏡渕　　洋

　転勤のため、途中で委員長が交代ということになりましたが、
○クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正な会計
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　今後も中高一貫教育校を含む県立学校全体の教育活動
の充実に取り組んでまいります。

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

　茨城県では県立高等学校改革プランに基づき、魅力あ
る学校づくりを進めています。
　これからの県立高等学校等の果たすべき役割として、
新たな価値を創造する「起業家精神」を育成すること、
「地域の中の学校」として地域の人財を地域で育成する
ことを掲げています。具体的な教育イメージは、主体的
な学びや課題解決型学習などを重視し、対話する力、活
用する力、発見力、探究力、実行力といった能力を育
み、大きく変化していく社会の課題に対応できる人財の
育成です。また、交通網の変化や生徒の志願状況・通学
実態を考慮し、５つの旧通学区を12エリアに分け、学
校・学科の配置を検討いたしました。
　中高一貫教育校については、平成に開校した並木中
等、日立一高附属中、古河中等の学力向上、個性の伸長
の成果等を踏まえ、また、遠方からの通学者、志願倍率が
高いことなどから、より通学しやすい場所への設置を進
めております。
　令和２年度に太田第一、鉾田第一、鹿島、竜ヶ崎第
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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

鈴木憲一ロータリー
情報委員長

粂田信行クラブ管理
運営委員長

谷島孝明出席委員長

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

兼子充裕雑誌アドバイザー
本日のロータリーの時間
塩沢富夫パスト会長

米山功労者感謝状伝達
水口ニ良会員、奈良早苗会員

米寿のお祝い・花束と記念品の贈呈　長谷川國雄会員

太田聖史青少年奉仕委員長 軍司由佳社会奉仕委員長

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

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

水戸南
ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

週　報
幹幹 事事 報報 告告

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆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

■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

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　委員：柏　　茂

●会　長　志村　　保　会長エレクト　篠原　　勉
●幹　事　小川　啓子　副会長　　　　粂田　信行
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　石井　浩一

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

池田ガバナー事務所より地区大会YouTube配信のお知らせです。
RI第2820地区ホームページ、ロータリー会員入口か
らの「ガバナー事務所よりのお知らせ」にURLを張り
付けてあります。クリックしてご覧ください。
今年度会計について
６月は決算期ですので、各委員会活動においてお支
払いがございましたら、至急事務局まで請求書をご
提出ください。
６月11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）
〈職業分類、会員選考、会員増強、ロータリー情報、姉妹・友好クラブ交流〉11:30～
篠原　勉、石井浩一、川﨑紀子、深谷　智、
小川啓子、松本隆史、岡村太郎、鈴木憲一、
佐藤昌樹、橋本　哲

〈出席、親睦活動、会場運営、プログラム〉13:30～
篠原　勉、石井浩一、川﨑英輝、人見光一、
赤岩賢二、原口一吉、谷島孝明

2021-2022年度クラブ奉仕研究会が開催されます。
日　時：７月10日㈯　受付・Zoom開始 12:30
　　　　開会 13:00　閉会 17:00
会　場：ホテルクリスタルパレス

ひたちなか市大平1-22-1　TEL.273-7711
登録料：15,000円（1RC）
出席者：篠原　勉次年度会長、石井浩一次年度幹事、

粂田信行次年度会長エレクト
2021-2022年度青少年奉仕研究会が開催されます。 
日　時：７月18日㈰　受付・Zoom開始 9:30

開会 10:00　閉会 11:30（お弁当持帰り）
会　場：ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸

水戸市大工町1-2-1　TEL.303-5119
登録料：6,000円（追加会場参加は1名3,000円、

追加Zooｍ参加は無料）
出席者：桑名武之次年度青少年奉仕委員長
次回例会日程 
日　時：６月25日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
〈志村年度締めくくりの会長・幹事慰労会〉

６月第２例会　６月11日（金）

クラブ協議会
「委員会実績報告Ⅰ」
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前週訂正出席率66.67％
（　）は、Zoom83名 52＋（2）名 29名 68.35％６月第２例会（６月11日）

出席状況
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ロータリー親睦活動月間

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング〈我等の生業〉※ご静聴ください
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 笹館康男パスト会長
 5. 柴山博光第３分区ガバナー補佐ご挨拶・

大木清実次年度第３分区ガバナー補佐ご挨拶
 6. 会　食
 7. 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）
 8. 幹事報告
 9. 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

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

６月第３例会プログラム
2021年６月18日（金）

１

２

３

４

５

６

長谷川國雄会員…

佐藤　衛会員……
志村　保会員……
久保田啓藏会員・佐藤昌樹会員
　　　　　　……
笹館康男会員……
塩沢富夫会員……
中川勝義会員……
谷島孝明会員……
軍司由佳会員……

大金　誠会員……
水口二良会員・櫻井盛二会員・赤岩賢二会員・上野義哉会員
　　　　　　……
井澤卓司会員……

川﨑紀子会員……

高柳益美会員……

原口一吉会員……
録田幸裕会員……
小路　實会員……
石川啓司会員……
武田　誠会員……

奈良早苗会員……

岡村太郎会員……
山下真悟会員……

鈴木由紀子会員…

鈴木さちよ会員…
金原和美会員……

①88歳の御祝い有難うございます。
②先週は地区より感謝状を頂きまして有難うござ
いました。
長谷川会員、米寿おめでとうございます。
長谷川会員、米寿おめでとうございます。

長谷川パストガバナー、米寿おめでとうございます。
佐藤　衛さん、お久し振りです。
長谷川パストガバナー、おめでとうございます。
新型コロナウイルスに気をつけましょう。
皆様、元気が一番です。
長谷川パストガバナー、おめでとうございます。
佐藤　衛さん、お久し振りです。
２度目のワクチン接種が終わりました。

長谷川会員、米寿おめでとうございます。
長谷川会員、米寿おめでとうございます。いつま
でもお元気で！！
志村会長、小川幹事、終わりが近づいて来ました
ね。頑張って下さい。
今月中に新型コロナウイルスは、ほぼ少なくなって
きます。株価が過去最高の値上げをするでしょう。
今日も生かされて有難う！！有難う！！
長谷川会員、おめでとうございます。
米田会員、退院おめでとうございます。
ワクチン接種ができて幸いです。
志村会長・小川幹事、一年間新型コロナウイルス
と戦いながらのロータリー活動、本当にご苦労様
でした。
祖父の大切に保管していた渋澤栄一の掛け軸と書
簡が弘道館に展示されています。どうぞ、足をお
運び下さい。
長谷川会員、おめでとうございます！
今日は入梅の日です。梅雨入りは感じられない晴
天で気持ちがいいですね。
６月１日に12チャンネルWBSに出演しました！！
本日、シャモ組合より頼まれて広告を入れさせて
もらいました。よろしくお願いします。
暑くなってきましたが元気に頑張りましょう。
長谷川パストガバナー、米寿おめでとうございます。

■ニコニコBOX（６月11日（金）扱）

この計　　　30件　　　107,000円


