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地区スローガン：地球の未来を想い、地域社会に貢献しましょう
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RIテーマ：奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

３ 地区国際奉仕研究会が開催されます。
日 時：７月22日㈭ 9:30〜12:00
場 所：ダイヤモンドホール及びオンライン
（Zoom）
出席者：二川隆司国際交流共同担当地区委員、
石川啓司国際奉仕委員（アドバイザー）、
篠原 勉会長、石井浩一幹事

７月第３例会プログラム
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2021年（令和３年）
７月16日（金）

ニコニコ・米山・財団特別寄付月間

2021年７月16日（金）
1.
2.
3.
4.
5.

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
篠原 勉会長
就任のご挨拶
大木清実第3分区ガバナー補佐（水戸さくらRC）
雑誌の時間「ロータリーの友７月号」
米川幸喜雑誌委員長
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「会員増強―出前卓話」
人見光一地区クラブ奉仕クラブサポート委員
ロータリーソング
点鐘・閉会

４ 第２回クラブ戦略計画立案委員会が開催されます。
日 時：７月30日㈮ 13:40〜14:40
場 所：水戸プラザホテル
出席者：長谷川國雄パストガバナー、
篠原 勉会長、石井浩一幹事、
谷島孝明プログラム委員長、
原口一吉会場運営委員長、
川﨑英輝出席委員長、
岡村太郎会員増強委員長、
宇留野秀一ロータリー財団委員長、
川澄千亜紀広報委員長
５ 「夏休み子供たち元気プロジェクト」が行われます。
日 時：７月17日㈯
配布準備 9:30〜 配布 11:30〜12:30
場 所：双葉台市民センター
水戸市双葉台2-1-5 TEL.FAX.251-3991
※詳細は４ページに記載

幹 事 報 告
１ 地区社会奉仕・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㈯ 10:00〜12:00
場 所：ダイヤモンドホール及びオンライン（Zoom）
出席者：根本直哉社会奉仕委員長、
宇留野秀一ロータリ財団委員長
２ 地区青少年奉仕研究会が開催されます。
日 時：７月18日㈰ 10:00〜11:30
場 所：ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸
及びオンライン（Zoom）
出席者：桑名武之青少年奉仕委員長

国際ロータリー第2820地区

６ 「おひさま食堂」が行われます。
日 時：７月24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
７ 次回例会日程
◆７月23日㈮は祝日のため、休会です。
日 時：７月30日㈮ 12:30〜 ※昼の例会となります。
場 所：水戸プラザホテル
内 容：卓話「地区研究会報告」
クラブ奉仕研究会 石井浩一幹事、
社会奉仕研究会 根本直哉委員長、
ロータリー財団研究会 宇留野秀一委員長、
青少年奉仕研究会 桑名武之委員長、
国際奉仕研究会 二川隆司委員長

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

篠原
石井

勉
浩一

◆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：上野義哉

クラブ会長方針：ロータリーを楽しもう

副委員長：及川

譲

アドバイザー：松本隆史

会長エレクト 粂田
副会長
石川
副幹事
及川

委員：皆川雄作

信行
啓司
譲
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７月第２例会 ７月９日（金）

ロータリーの時間
篠原会長

マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達
篠原会員

小島瑞貴新会員挨拶

小島新会員紹介 川澄会員

大森新会員紹介 米田会員

大森愛新会員挨拶

篠原会長から小島新会員へバッジの受け渡し

篠原会長から大森新会員へバッジの受け渡し

新会員オリエンテーション

臨時理事会
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クラブ協議会「委員会事業計画発表」

司会

篠原会長

会員組織委員会
粂田委員長

職業分類委員会
川﨑（紀）委員長

会員選考委員会
松本委員長

会員増強委員会
岡村委員長

ロータリー情報委員会
鈴木（憲）委員長

クラブ管理運営委員会
石川委員長

出席委員会
川﨑（英）委員長

親睦活動委員会
人見委員長

会場運営委員会
原口委員長

プログラム委員会
谷島委員長

広報委員会
川澄委員長

会報委員会
ズーム参加 上野委員長

IT資料委員会
小泉委員長

雑誌委員会
米川委員長

奉仕プロジェクト委員会
志村委員長

職業奉仕委員会
ズーム参加 軍司委員長

社会奉仕委員会
根本（直）委員長

青少年奉仕委員会
桑名委員長

国際奉仕委員会
石川アドバイザー

姉妹・友好クラブ交流委員会
ズーム参加 佐藤（昌）
委員長

ロータリー財団委員会
宇留野委員長

米山記念奨学委員会
金原委員長

ニコニコBOX委員会
鈴木（由）委員長

会計委員会
鏡渕委員長
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７月第２例会 ７月９日（金）
■ニコニコBOX（７月９日（金）扱）

■財団BOX（７月９日（金）扱）

石井浩一会員……小島新会員、大森新会員、入会おめでとうござい
ます。
小島瑞貴会員……今日から入会致します。宜しくお願い致します。
大森 愛会員……今日から入会させて頂くことになりました。どう
ぞ宜しくお願い致します。
及川 譲会員……今年度も宜しくお願い致します。
井澤卓司会員・川澄千亜紀会員・高柳益美会員
……小島新会員、大森新会員、入会おめでとうござい
ます。
松本隆史会員……小島新会員、大森新会員、入会おめでとう。
鈴木憲一会員……小島新会員、大森新会員の入会を祝して。
川﨑紀子会員……小島新会員、大森新会員これから宜しくお願い致
します。遅くなりましたが、篠原会長、石井幹事
一年間宜しくお願い致します。
深谷 智会員……小島新会員、大森新会員ようこそ。宜しくお願い
します。
金原和美会員……小島新会員、大森新会員、入会おめでとうござい
ます。これからどうぞ宜しくお願い致します。
岡村太郎会員……小島新会員、大森新会員ご入会おめでとうござい
ます！ロータリーを楽しみましょう！
久保田規子会員…小島新会員、大森新会員ようこそ。これから宜し
くお願い致します。
原口一吉会員……小島新会員、大森新会員お待ちしておりました。
桑名武之会員……新会員の小島さん、大森さん入会おめでとうござ
います。これから宜しくお願い致します。
小路 實会員……小島新会員、大森新会員、水戸南RC入会おめで
とうございます。今後とも宜しくお願いします。
石川啓司会員……新会員の方々を歓迎致します。癌研有明病院で
CTスキャンを受診しました。幾つか問題はあり
ますが、来月も受診します。
島根昌明会員……新会員の小島さん、大森さん宜しくお願い致しま
す。
鈴木由紀子会員…小島新会員、大森新会員宜しくお願い致します。

笹館康男会員……財団の友献金（第８回）
$100 11,100円（累計$13,800）
篠原 勉会員……財団の友献金（第２回）
$100 11,100円（累計 $7,200）
石川啓司会員……財団の友献金（第２回）
$100 11,100円（累計 $6,200）
粂田信行会員……財団の友献金（第８回）
$100 11,100円（累計 $5,800）
米田英雄会員……財団の友献金（第６回）
$100 11,100円（累計 $4,600）
及川 譲会員……財団の友献金（第５回）
$100 11,100円（累計 $4,500）
高柳益美会員……財団の友献金（第６回）
$100 11,100円（累計 $2,600）
奈良早苗会員……財団の友献金（第５回）
$100 11,100円（累計 $2,500）
川澄千亜紀会員…財団の友献金（第３回）
$100 11,100円（累計 $2,300）
小泉正史会員……財団の友献金（第５回）
$100 11,100円（累計 $1,500）
鈴木由紀子会員…財団の友献金（第10回）
$100 11,100円（累計 $1,000）

この計

20件

57,000円

時

2021年７月９日㈮

場

所

水戸プラザホテル
水戸市千波町2078-1

出席者

役
理

４件

40,000円

■会員メークアップ
７/２ クラブ奉仕委員会
７/５ 北海道 2500REC

12:15〜

122,100円

久保田啓藏会員…米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計1,050,000円）
及川 譲会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計 300,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計 210,000円）
川澄千亜紀会員…米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計 180,000円）

人見光一
野口英壽

TEL.305-8111

篠原 勉
粂田信行
石川啓司
石井浩一
原口一吉
志村 保
事 根本直哉
桑名武之
及川 譲
川澄千亜紀 宇留野秀一 金原和美
岡村太郎
谷島孝明
川﨑英輝
人見光一

議事・決議事項
⑴新会員候補者審議（小島瑞貴氏、大森 愛氏）
〈承 認〉
⑵社会奉仕委員会「夏休み子供たち元気プロジェクト」について
〈承 認〉
⑶2021-22年度Zoom例会参加の出席について
〈出席扱いとして承認〉

７月第２例会（７月９日）
出席状況

$1,100

■米山BOX（７月９日（金）扱）

員

出席報告

11件

この計

2021-22年度第１回臨時理事会議事録
日

この計

事業名

夏休み子供たち元気プロジェクト

開催日

2021年７月17日

時

間

11時30分から12時30分

場

所

双葉台市民センター

土曜日

事業目的

コロナ禍で困っている家庭の子供たちへ食料
を配る（シングルの家庭優先）。
（夏休みに入
り学校給食が食べられなくなる子供たちへ）

事業内容

お米５㎏や卵・カップヌードル・ふりかけ・缶
詰・他（お菓子等）、子供たちが好きな物

参加予定人数

100家族

予算額

社会奉仕委員会より50,000円補助

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

81名

52＋（4）名

25名

73.68％

前週訂正出席率69.74％
（ ）
は、Zoom

