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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

幹 事 報 告

７月第５例会プログラム
1. 点鐘・開会

2. 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
3. ビジター・ゲスト紹介
4. ロータリーの時間

篠原

5. 前年度出席率100％会員記念品贈呈

勉会長

谷島孝明前年度出席委員長

6. 親睦の時間「７月誕生祝」

親睦活動委員会

８ 日 塩沢富夫

10日 軍司由佳

11日 金原和美

20日 長岡秀典

24日 録田幸裕

13日 粂田信行
7. 会

14日 石川啓司

食

8. 会務報告（出席状況報告
ロータリー財団

ニコニコＢＯＸ

米山記念奨学

9. 幹事報告

2021年（令和３年）
７月30日（金）

ニコニコ・米山・財団特別寄付月間

2021年７月30日（金）

５ 日 岡村太郎

クラブ会長方針：ロータリーを楽しもう

10. 地区研究会報告

①クラブ奉仕研究会
②社会奉仕研究会

その他）

石井浩一幹事

根本直哉社会奉仕委員長

③ロータリー財団研究会

宇留野秀一ロータリー財団委員長

１ ７月17日㈯「夏休み子供たち元気プロジェクト」
が開催されました。
（11名）
参加者（敬称略）
篠原 勉、石井浩一、軍司由佳、塩沢富夫、
米田英雄、久保田規子、谷島孝明、上野義哉、
鈴木憲一、根本直哉、原口一吉
２ ７月24日㈯「おひさま食堂」が開催されました。
（５名）
参加者（敬称略）
原口一吉、石井浩一、岡村太郎、上野義哉、
宇留野秀一
３ 茨城海岸美化プロジェクトが開催されます。
日 時：９月12日㈰ 10:00〜12:00
場 所：大洗サンビーチ
※９月10日㈮の例会変更
４ 第２回定例理事会が開催されます。
日 時：８月２日㈪ 18:00〜
場 所：水戸プラザホテル
５ 次回例会日程
日 時：８月６日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：卓話「クラブ戦略計画―出前卓話」
柿沼利明地区クラブ奉仕クラブサポート委員長
（古河東RC）
７月17日㈯
夏休み子供たち元気プロ
ジェクトが開催されました
（参加者の皆さん）

④青少年奉仕研究会
⑤国際奉仕研究会

11. ロータリーソング

桑名武之青少年奉仕委員長
二川隆司国際奉仕委員長
７月24日㈯
おひさま食堂が開催
されました

12. 点鐘・閉会

国際ロータリー第2820地区

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

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
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副幹事
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７月第３例会 ７月16日（金）
■ゲスト

■米山BOX（７月16日（金）扱）

第３分区ガバナー補佐 大木清実 氏（水戸さくらRC）

井澤卓司会員……米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計760,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計630,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計600,000円）
大原康宏会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計570,000円）
松本隆史会員……米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計560,000円）
篠原 勉会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計550,000円）
橋本 哲会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計520,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計500,000円）
志村 保会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計430,000円）
兼子充裕会員……米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計260,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計220,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計 90,000円）

■ニコニコBOX（７月16日（金）扱）
大木清実第３分区ガバナー補佐（水戸さくらRC）
……篠原会長、石井幹事年度のスタートを祝します。
本日は宜しくお願い致します。
石井浩一会員……第３分区ガバナー補佐の大木様、ご指導宜しくお
願いします。人見会員、出前卓話お願い致しま
す。
大原康宏会員……第３分区ガバナー補佐の大木様、一年間宜しくお
願いします。
水口二良会員……第３分区ガバナー補佐の大木様の御来訪を歓迎し
て。
塩沢富夫会員……第３分区ガバナー補佐の大木様ご苦労様です。
松本隆史会員……人見会員、卓話ご苦労様です。
小川啓子会員……第３分区ガバナー補佐の大木様ようこそ！！
菊池秀機会員……第３分区ガバナー補佐の大木様、一年間宜しくお
願いします。
橋本 哲会員……第３分区ガバナー補佐の大木様、ようこそお越し
下さいました。ご指導宜しくお願い致します。
宇留野秀一会員…第３分区ガバナー補佐の大木様、水戸南RCへよ
うこそ。人見会員、卓話宜しくお願いします。
原口一吉会員……第３分区ガバナー補佐の大木様、ようこそ！！
桑名武之会員……暑さが厳しくなってきました。水分補給をこまめ
にしましょう。
この計

12件

39,000円

松本隆史会員……財団の友献金（第４回）
$100 11,100円（累計$6,400）
橋本 哲会員……財団の友献金（第６回）
$100 11,100円（累計$5,600）
２件

$200

12件

120,000円

■会員メークアップ

■財団BOX（７月16日（金）扱）

この計

この計

22,200円

７/10 クラブ奉仕研究会
人見光一
篠原 勉
石井浩一
粂田信行
７/11 第１回諮問委員会
長谷川國雄
７/12 水戸さくらRC
篠原 勉
石井浩一
７/13 水戸RC
篠原 勉
石井浩一
７/14 水戸西RC
大金 誠
７/16 北海道2500REC
野口英壽

ロータリーの時間
篠原会長

就任のご挨拶
大木清実第３分区ガバナー補佐

雑誌の時間 米川雑誌委員長〜ガバ
ナー補佐と話題が被ってしまいました

会務報告〜出席状況報告
野口副委員長

会務報告〜ニコニコBOX
郡司委員

会務報告〜ロータリー財団
宇留野委員長

会務報告〜米山記念奨学
米田アドバイザー

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」 根本（直）委員長

幹事報告
石井幹事

卓話「会員増強」 人見地区クラブ奉仕クラ
ブサポート委員のわかりやすいお話でした

出席報告
７月第３例会（７月16日）
出席状況

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

81名

47＋（5）名

29名

67.53％

前週訂正出席率75.32％
（ ）
は、Zoom

