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
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１ ６月18日㈮に次年度の各委員会の情報集会が開催されました。
〈会員組織、奉仕プロジェクト、広報〉 11:30〜
出席者（敬称略）
粂田信行、志村 保、川澄千亜紀、篠原 勉、
石井浩一

点鐘・開会
ロータリーソング〈それでこそロータリー〉※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
親睦の時間「６月誕生祝」
６ 日 長谷川國雄 ８ 日 水口二良
９ 日 北原 実
11日 髙野 賢
20日 島根昌明
26日 米田英雄
27日 廣澤一浩
28日 茅根正人
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
会長・幹事慰労会〜豪華なディナーを楽しみましょう〜
2020-21年度を映像で振り返って IT資料委員会
志村 保会長並びに小川啓子幹事へ慰労の言葉
篠原 勉会長エレクト
花束・記念品贈呈〜感謝の気持ちを込めて〜
会長・幹事挨拶 志村 保会長、小川啓子幹事
ロータリーソング
点鐘・開会

２ 6月21日㈪ 水戸市に83,000円を寄付してきました。
目 的：水戸市内小中学校の保健室へ生理用品を配
布してもらうため
出席者：志村 保、小川啓子
３ 先週、柴山博光第３分区ガバナー補佐から「ぜひ皆さんに見
ていただきたい」と国連レポートの資料をいただきました。
下記のURLまたはQRコードでご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
kokuren/pdf/report̲h261009.pdf

４ 2021-2022年度国際奉仕研究会が開催されます。
日 時：７月22日
（木・祝） 海の日
登録開始（Zoom受付） 9:00〜
研究会 9:30〜12:00
会 場：ダイヤモンドホール
筑西市玉戸1053-4 TEL.0296-28-8511
参加費：会場参加費 6,000円
Zoom参加費 5,000円（ID後日）
出席者：二川隆司国際奉仕委員長
（篠原 勉次年度会長若しくは石井浩一
次年度幹事は、Zoomにて参加）
５ 2021-2022年度ロータリー国際大会の登録が始まりました。
スローガン：平和のために奉仕する
開催日：2022年６月４日㈯〜８日㈬
場 所：アメリカ、ヒューストン
ジョージＲ・ブラウン（GRB）コンベン
ションセンター

６月22日㈫ 志村年度
第２回SRGゴルフコ
ンペ

国際ロータリー第2820地区

６ 次回例会日程
日 時：７月２日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル

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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◆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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６月第３例会 ６月18日（金）
■ゲスト

深谷

第３分区ガバナー補佐 柴山博光 氏（友部RC）
次年度第３分区ガバナー補佐 大木清実 氏（水戸さくらRC）

■ニコニコBOX（６月18日（金）扱）
柴山博光第３分区ガバナー補佐（友部RC）
……一年間有難うございました。
大木清実次年度第３分区ガバナー補佐（水戸さくらRC）
……水戸南RCの皆様こんにちは。一年間宜しくお願
い致します。
志村 保会員……第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、次年度第
３分区ガバナー補佐の大木清実様、今日は有難
うございます。
小川啓子会員……一年間お世話になりまして有難うございました！
！
来週は夜の例会なので、本日御礼を申し上げます。
人見光一会員……第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、次年度第
３分区ガバナー補佐の大木清実様、宜しくお願
いします。
井澤卓司会員……第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、次年度第
３分区ガバナー補佐の大木清実様、ようこそ！
！
塩沢富夫会員……第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、次年度第
３分区ガバナー補佐の大木清実様、ようこそい
らっしゃいました。
篠原 勉会員……第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、次年度第
３分区ガバナー補佐の大木清実様、ようこそい
らっしゃいました。長谷川会員、米寿おめでと
うございます。

本日のゲストは、柴山博光第３分区ガバナー補佐と大木
清実次年度第３分区ガバナー補佐です

智会員……第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、
次年度第３分区ガバナー補佐の大木清
実様、いらっしゃいませ。
粂田信行会員……志村会長、小川幹事一年間本当にお疲
れ様でした。コロナ禍で大変な時期で
したので、尚更お疲れ様でした。
原口一吉会員……皆様の健康を祈ります！
！
鈴木さちよ会員…第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、
次年度第３分区ガバナー補佐の大木清
実様、本日は宜しくお願いします。
小路 實会員……第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、
一年間ご苦労様でした。次年度第３分
区ガバナー補佐の大木清実様、宜しく
お願いします。
石川啓司会員……梅雨入りの 谷緑深く 魚はねる
久保田規子会員…志村会長、小川幹事お疲れ様でした。
金原和美会員……第３分区ガバナー補佐の柴山博光様、
次年度第３分区ガバナー補佐の大木清
実様、本日は有難うございます。
この計

16件

52,000円

■会員メークアップ
６/17

柴山博光第３分区ガバナー補佐
ご挨拶

北海道2500REC

野口英壽

大木清実次年度第３分区ガバナー
補佐ご挨拶

本日のロータリーの時間
笹館康男パスト会長

クラブ協議会
「委員会実績報告Ⅱ」
クラブ協議会議長 志村 保会長

小路 實奉仕プロジェクト委員長

長洲雅彦職業奉仕委員長

姉妹・友好クラブ交流委員会（代読） 上野義哉ロータリー財団委員長
本日の司会 根本 次会員

鈴木由紀子米山記念奨学委員長

金原和美ニコニコBOX委員長

出席報告
６月第３例会（６月18日）
出席状況

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

83名

43＋（4）名

36名

60.26％

川澄千亜紀国際奉仕委員長

鏡渕

洋会計委員長

前週訂正出席率69.62％
（ ）
は、Zoom

