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●幹　事　石井　浩一　副会長　　　　石川　啓司
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　及川　　譲

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：地球の未来を想い、地域社会に貢献しましょう　 クラブ会長方針：ロータリーを楽しもう

RIテーマ：奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

週 報

９月のロータリーレート
１ドル＝110円

シーロムRC姉妹友好クラブ調印式が来年に延期され
ました。
シーロムRCのWeb会長就任式が延期されたため、
姉妹友好クラブ調印式も延期となりました。
※調印は、２年毎の更新となっていますが、今年度
のみ３年となります。

茨城海岸美化プロジェクトが９月26日㈰に延期さ
れました。
日　時：９月26日㈰　10:00～12:00
場　所：大洗サンビーチ

次回例会日程
日　時：９月17日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：親睦の時間「８・９月誕生祝」

卓話「イニシエーションスピーチ」
小島瑞貴会員

日　時　2021年８月30日㈪　18:00～
場　所　水戸プラザホテル 及び Zoom
出席者　役　　員　篠原　勉　　粂田信行　　石川啓司

　　　　　石井浩一　　原口一吉
理　　事　軍司由佳　　桑名武之　　二川隆司　　　
　　　　　宇留野秀一　岡村太郎　　谷島孝明
　　　　　川﨑英輝　　人見光一

議事・決議事項
①10月から12月夜例会について
 〈10月昼例会変更を承認。11・12月は先送り〉
②９月プログラムについて 〈一部変更の上承認〉
・正式例会として９月10日㈮オンライン例会を実施。 〈承　認〉
③「この指とまれ」賛助金について 〈承　認〉

④ガバナー公式訪問について
 〈開催方式は会長・幹事・会場運営委員長に一任する事で承認〉
⑤シーロムRC姉妹友好クラブ再調印式について 〈承　認〉
⑥茨城海岸美化プロジェクト９月26日㈰に延期について
 〈確　認〉
⑦水戸プラザホテルへのお見舞金について 〈承　認〉
保留事項
①11・12月夜例会の見直しは、次回理事会で判断する。
次回定例理事会
１．日　時　2021年10月４日㈪
　　　　　　　理事会 18:00～　懇親会なし
２．場　所　水戸プラザホテル

2021-22年度 第３回定例理事会 議事録

日　時　2021年７月30日㈮　12:15～

場　所　水戸プラザホテル

出席者　役　　員　篠原　勉　　石川啓司　　石井浩一
　　　　　原口一吉
理　　事　根本直哉　　桑名武之　　二川隆司
　　　　　宇留野秀一　金原和美　　鈴木由紀子
　　　　　岡村太郎　　谷島孝明　　川﨑英輝
　　　　　人見光一

議事・決議事項
　①退会者について 〈承　認〉

2021-22年度 第２回臨時理事会 議事録

日　時　2021年８月２日㈪　18:00～

場　所　水戸プラザホテル 及び Zoom

出席者　役　　員　篠原　勉　　粂田信行　　石川啓司
　　　　　石井浩一　　鏡渕　洋　　原口一吉
理　　事　軍司由佳　　根本直哉　　桑名武之
　　　　　二川隆司　　及川　譲　　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
①８月プログラムについて 〈承　認〉
②卓話御礼について 〈承　認〉
③2021-22年度予算について　 〈承　認〉
④職場体験「夏休み癒しフェアー」について（職業奉仕委員会）
 〈承　認〉
⑤９月12日㈰ 移動家族例会開催について（親睦活動委員会）
 〈説明に留まり、次回理事会議案〉
⑥その他
　・ポリオ署名活動について 〈承　認〉

保留事項
①９月12日㈰ 移動家族例会開催について
②「この指とまれ」プロジェクト賛助について

2021-22年度 第２回定例理事会 議事録
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前週訂正出席率70.13％
（　）は、Zoom80名 49＋（2）名 29名 67.11％７月第５例会（７月30日）

出席状況

 1. 点鐘・開会 
 2. ロータリーの時間 篠原　勉会長
 3. 幹事報告 石井浩一幹事
 4. 卓話「イニシエーションスピーチ」

 大森　愛会員
 5. 点鐘・閉会

９月第２例会プログラム
2021年９月10日（金）ーオンラインー

７月第５例会　７月30日（金）

幹幹 事事 報報 告告
１

２

３

４

Vol.49  No5（第2271）－１ 2021年（令和３年）９月10日（金）
基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間

大澤　一茂会長、岡田　晃幹事（水戸さくらRC）
　　　　　　……
篠原　勉会員……
大金　誠会員……
録田幸裕会員……
久保田啓藏会員…

松本隆史会員……
櫻井盛二会員……

粂田信行会員……

橋本　哲会員……

野口英壽会員……
宇留野秀一会員…

根本直哉会員……

原口一吉会員……
桑名武之会員……
鈴木さちよ会員・小島瑞貴会員・大森　愛会員
　　　　　　……
志村　保会員……
石川啓司会員……
鈴木由紀子会員…

高柳益美会員……

■ニコニコBOX（７月30日（金）扱）

一年間宜しくお願いします。
７月誕生日の会員の皆様おめでとうございます。
東京オリンピック毎日観ています。
誕生日の御祝い有難うございます。
2020東京オリンピックを記念して。現在、金メ
ダルを獲得しました選手の皆様頑張って下さい。
今月誕生日の方々、おめでとうございます。
７月誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございま
す。
誕生日の御祝い有難うございます。健康第一で長
生きします。
中学３年生の息子がラグビーの全国大会に出場す
ることになりました。水戸ケーズデンキスタジア
ムで開催するので応援して下さい！
７月誕生日の方々おめでとう。
ワクチン接種２回目終了しました。ご多分にもれ
ず熱で寝込みました。
頑張れ！！ニッポン！！メダルラッシュだ！！！夏休み
子供たち元気プロジェクトに御参加、御協力頂い
た皆様、有難うございました。
７月誕生日の皆様おめでとうございます。
雨が降ったり、止んだりで変な天気です。

７月お誕生日の方々おめでとうございます。
前年度クラブ会計がまとまりました。
御誕生祝い有難うございました。
７月21日、無事に男の子の孫が生まれました。
とうとう２人のおばあちゃんです。
皆さん、ニコニコBOX献金をお願い致します。

この計　　　21件　　　 66,000円
７月計　　　83件　　　281,000円
累　計　　　83件　　　281,000円

■米山BOX（７月30日（金）扱）
大金　誠会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計820,000円）
小川啓子会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計290,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
上野義哉会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 50,000円）

この計　　　 ４件　　　 40,000円

■財団BOX（７月30日（金）扱）
月例献金（７月分）……1,791円

この計　　　１件　　　1,791円

水戸さくらRC　大澤一茂会長　岡田　晃幹事
■ゲスト

■会員メークアップ
７/17　社会奉仕・ロータリー財団研究会

宇留野秀一　　根本直哉
７/18　青少年奉仕研究会　　宇留野秀一　　桑名武之
７/22　国際奉仕研究会

二川隆司　　篠原　勉　　石井浩一
石川啓司

７/28　水戸西RC
篠原　勉　　石井浩一　　大森　愛

８/８　世話クラブ・準世話クラブ・学友会合同セミナー
奈良早苗　　金原和美

８/28　第１回地区会長・幹事会
長谷川國雄　　篠原　勉　　石井浩一



会員の獲得と、会員の退会防止が必要になり
ます。
　会員が、ロータリーを継続する理由として
は、異業種交流ができる、生涯の友人・仲間
ができる、を挙げる人が多いです。
　年齢、健康の問題で、寂しいですが、仕方
がないという退会は避けられません。
　でも、入会から、ずっとロータリーの活動
を同じレベルで続けていくことも、息切れし
ます。
　会員自身の健康、仕事、家族の事情など、
今は活動が難しいという時はあります。
　そうときに、退会という選択ではなく、で
きる範囲でかかわるという選択肢も用意して
いく必要もあるのではと感じているところで
す。
　Ｅクラブでのメークアップ、Zoomでの例
会など、ロータリーへの関わり方は多様化が
進んでいます。
　会員の維持・増強についての卓話ですが、
自分が所属しているクラブですので、現在の
会員が長くロータリーを続けられるようにと
の思いから、退会防止の方を重視してお話し
をさせていただきました。
　本日は、お話しの機会をいただきまして、
ありがとうございました。

地区クラブ奉仕委員会 クラブサポート委員　
人見　光一 氏（水戸南RC）

　こんにちは。クラブ奉仕クラブサポート委
員会の人見です。
　さて、今年度も｢元気なクラブ作りをお手
伝い｣と題して、会員維持・増強について出
前卓話を実施しています。
　ロータリーの一番大切な財産は会員です。
　堅固な会員基盤があれば、クラブに活気が
もたらされ、クラブの存在感が高まり、地域
社会でのロータリーの奉仕力がさらに高まり
ます。
　みなさんが、ロータリークラブに入会をし
た理由ですが、社会奉仕に関心があった、国
際奉仕に関心があった、など、ロータリーの
活動内容にひかれた方もいれば、知人の誘い
などの縁があった、ネットワーク作りなどの
理由もあると思います。
　私自身を振り返ってみると、もともと水戸
南ロータリークラブには縁があった、自分が
茨城で育ったわけではないので、ネットワー
ク作りに関心があったが大きいかなと思いま
す。
　ただ、それぞれが、理由をもって入会した
ロータリークラブですが、第2820地区では
会員数の減少が続いています。
　この10年間は、震災やコロナなど、難し
い状況もありました。
　その中でクラブを存続するためには、新規
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７月第５例会　７月30日（金） ７月第３例会（７月16日（金））卓話

卓話「会員増強
　　　ー元気なクラブ作りをお手伝いー」

前年度出席率100％の会員の皆様

７月の誕生日の皆様、おめでとうございます 出席状況の報告　大金アドバイザーロータリーの時間　篠原会長

ニコニコBOXの報告　鈴木（由）委員長

水戸さくらRC大澤一茂会長のご挨拶～岡田晃幹事とともにビジターとして
いらっしゃいました

地区社会奉仕研究会の報告
根本（直）社会奉仕委員長

ロータリー財団の報告　宇留野委員長 地区クラブ奉仕研究会の報告　石井幹事ピースで米山奨学金の報告　久保田（規）副委員長

地区ロータリー財団研究会の報告
宇留野ロータリー財団委員長

地区国際奉仕研究会の報告
二川国際奉仕委員長

地区青少年奉仕研究会の報告
桑名青少年奉仕委員長

夏休み子供たち元気プロジェクトに来た子供たちの絵～個性があって素晴らしい
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ます。
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ができる、を挙げる人が多いです。
　年齢、健康の問題で、寂しいですが、仕方
がないという退会は避けられません。
　でも、入会から、ずっとロータリーの活動
を同じレベルで続けていくことも、息切れし
ます。
　会員自身の健康、仕事、家族の事情など、
今は活動が難しいという時はあります。
　そうときに、退会という選択ではなく、で
きる範囲でかかわるという選択肢も用意して
いく必要もあるのではと感じているところで
す。
　Ｅクラブでのメークアップ、Zoomでの例
会など、ロータリーへの関わり方は多様化が
進んでいます。
　会員の維持・増強についての卓話ですが、
自分が所属しているクラブですので、現在の
会員が長くロータリーを続けられるようにと
の思いから、退会防止の方を重視してお話し
をさせていただきました。
　本日は、お話しの機会をいただきまして、
ありがとうございました。

地区クラブ奉仕委員会 クラブサポート委員　
人見　光一 氏（水戸南RC）
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会員の獲得と、会員の退会防止が必要になり
ます。
　会員が、ロータリーを継続する理由として
は、異業種交流ができる、生涯の友人・仲間
ができる、を挙げる人が多いです。
　年齢、健康の問題で、寂しいですが、仕方
がないという退会は避けられません。
　でも、入会から、ずっとロータリーの活動
を同じレベルで続けていくことも、息切れし
ます。
　会員自身の健康、仕事、家族の事情など、
今は活動が難しいという時はあります。
　そうときに、退会という選択ではなく、で
きる範囲でかかわるという選択肢も用意して
いく必要もあるのではと感じているところで
す。
　Ｅクラブでのメークアップ、Zoomでの例
会など、ロータリーへの関わり方は多様化が
進んでいます。
　会員の維持・増強についての卓話ですが、
自分が所属しているクラブですので、現在の
会員が長くロータリーを続けられるようにと
の思いから、退会防止の方を重視してお話し
をさせていただきました。
　本日は、お話しの機会をいただきまして、
ありがとうございました。

地区クラブ奉仕委員会 クラブサポート委員　
人見　光一 氏（水戸南RC）

　こんにちは。クラブ奉仕クラブサポート委
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　さて、今年度も｢元気なクラブ作りをお手
伝い｣と題して、会員維持・増強について出
前卓話を実施しています。
　ロータリーの一番大切な財産は会員です。
　堅固な会員基盤があれば、クラブに活気が
もたらされ、クラブの存在感が高まり、地域
社会でのロータリーの奉仕力がさらに高まり
ます。
　みなさんが、ロータリークラブに入会をし
た理由ですが、社会奉仕に関心があった、国
際奉仕に関心があった、など、ロータリーの
活動内容にひかれた方もいれば、知人の誘い
などの縁があった、ネットワーク作りなどの
理由もあると思います。
　私自身を振り返ってみると、もともと水戸
南ロータリークラブには縁があった、自分が
茨城で育ったわけではないので、ネットワー
ク作りに関心があったが大きいかなと思いま
す。
　ただ、それぞれが、理由をもって入会した
ロータリークラブですが、第2820地区では
会員数の減少が続いています。
　この10年間は、震災やコロナなど、難し
い状況もありました。
　その中でクラブを存続するためには、新規
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７月第５例会　７月30日（金） ７月第３例会（７月16日（金））卓話

卓話「会員増強
　　　ー元気なクラブ作りをお手伝いー」

前年度出席率100％の会員の皆様

７月の誕生日の皆様、おめでとうございます 出席状況の報告　大金アドバイザーロータリーの時間　篠原会長

ニコニコBOXの報告　鈴木（由）委員長

水戸さくらRC大澤一茂会長のご挨拶～岡田晃幹事とともにビジターとして
いらっしゃいました

地区社会奉仕研究会の報告
根本（直）社会奉仕委員長

ロータリー財団の報告　宇留野委員長 地区クラブ奉仕研究会の報告　石井幹事ピースで米山奨学金の報告　久保田（規）副委員長

地区ロータリー財団研究会の報告
宇留野ロータリー財団委員長

地区国際奉仕研究会の報告
二川国際奉仕委員長

地区青少年奉仕研究会の報告
桑名青少年奉仕委員長

夏休み子供たち元気プロジェクトに来た子供たちの絵～個性があって素晴らしい
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出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

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：上野義哉　副委員長：及川　譲　アドバイザー：松本隆史　委員：皆川雄作

●会　長　篠原　　勉　会長エレクト　粂田　信行
●幹　事　石井　浩一　副会長　　　　石川　啓司
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　及川　　譲

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：地球の未来を想い、地域社会に貢献しましょう　 クラブ会長方針：ロータリーを楽しもう

RIテーマ：奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

週 報

９月のロータリーレート
１ドル＝110円

シーロムRC姉妹友好クラブ調印式が来年に延期され
ました。
シーロムRCのWeb会長就任式が延期されたため、
姉妹友好クラブ調印式も延期となりました。
※調印は、２年毎の更新となっていますが、今年度
のみ３年となります。

茨城海岸美化プロジェクトが９月26日㈰に延期さ
れました。
日　時：９月26日㈰　10:00～12:00
場　所：大洗サンビーチ

次回例会日程
日　時：９月17日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：親睦の時間「８・９月誕生祝」

卓話「イニシエーションスピーチ」
小島瑞貴会員

日　時　2021年８月30日㈪　18:00～
場　所　水戸プラザホテル 及び Zoom
出席者　役　　員　篠原　勉　　粂田信行　　石川啓司

　　　　　石井浩一　　原口一吉
理　　事　軍司由佳　　桑名武之　　二川隆司　　　
　　　　　宇留野秀一　岡村太郎　　谷島孝明
　　　　　川﨑英輝　　人見光一

議事・決議事項
①10月から12月夜例会について
 〈10月昼例会変更を承認。11・12月は先送り〉
②９月プログラムについて 〈一部変更の上承認〉
・正式例会として９月10日㈮オンライン例会を実施。 〈承　認〉
③「この指とまれ」賛助金について 〈承　認〉

④ガバナー公式訪問について
 〈開催方式は会長・幹事・会場運営委員長に一任する事で承認〉
⑤シーロムRC姉妹友好クラブ再調印式について 〈承　認〉
⑥茨城海岸美化プロジェクト９月26日㈰に延期について
 〈確　認〉
⑦水戸プラザホテルへのお見舞金について 〈承　認〉

保留事項
①11・12月夜例会の見直しは、次回理事会で判断する。
次回定例理事会
１．日　時　2021年10月４日㈪
　　　　　　　理事会 18:00～　懇親会なし
２．場　所　水戸プラザホテル

2021-22年度 第３回定例理事会 議事録

日　時　2021年７月30日㈮　12:15～

場　所　水戸プラザホテル

出席者　役　　員　篠原　勉　　石川啓司　　石井浩一
　　　　　原口一吉
理　　事　根本直哉　　桑名武之　　二川隆司
　　　　　宇留野秀一　金原和美　　鈴木由紀子
　　　　　岡村太郎　　谷島孝明　　川﨑英輝
　　　　　人見光一

議事・決議事項
　①退会者について 〈承　認〉

2021-22年度 第２回臨時理事会 議事録

日　時　2021年８月２日㈪　18:00～

場　所　水戸プラザホテル 及び Zoom

出席者　役　　員　篠原　勉　　粂田信行　　石川啓司
　　　　　石井浩一　　鏡渕　洋　　原口一吉
理　　事　軍司由佳　　根本直哉　　桑名武之
　　　　　二川隆司　　及川　譲　　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
①８月プログラムについて 〈承　認〉
②卓話御礼について 〈承　認〉
③2021-22年度予算について　 〈承　認〉
④職場体験「夏休み癒しフェアー」について（職業奉仕委員会）
 〈承　認〉
⑤９月12日㈰ 移動家族例会開催について（親睦活動委員会）
 〈説明に留まり、次回理事会議案〉
⑥その他
　・ポリオ署名活動について 〈承　認〉

保留事項
①９月12日㈰ 移動家族例会開催について
②「この指とまれ」プロジェクト賛助について

2021-22年度 第２回定例理事会 議事録
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前週訂正出席率70.13％
（　）は、Zoom80名 49＋（2）名 29名 67.11％７月第５例会（７月30日）

出席状況

 1. 点鐘・開会 
 2. ロータリーの時間 篠原　勉会長
 3. 幹事報告 石井浩一幹事
 4. 卓話「イニシエーションスピーチ」

 大森　愛会員
 5. 点鐘・閉会

９月第２例会プログラム
2021年９月10日（金）ーオンラインー

７月第５例会　７月30日（金）

幹幹 事事 報報 告告
１

２

３

４

Vol.49  No5（第2271）－１ 2021年（令和３年）９月10日（金）
基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間

大澤　一茂会長、岡田　晃幹事（水戸さくらRC）
　　　　　　……
篠原　勉会員……
大金　誠会員……
録田幸裕会員……
久保田啓藏会員…

松本隆史会員……
櫻井盛二会員……

粂田信行会員……

橋本　哲会員……

野口英壽会員……
宇留野秀一会員…

根本直哉会員……

原口一吉会員……
桑名武之会員……
鈴木さちよ会員・小島瑞貴会員・大森　愛会員
　　　　　　……
志村　保会員……
石川啓司会員……
鈴木由紀子会員…

高柳益美会員……

■ニコニコBOX（７月30日（金）扱）

一年間宜しくお願いします。
７月誕生日の会員の皆様おめでとうございます。
東京オリンピック毎日観ています。
誕生日の御祝い有難うございます。
2020東京オリンピックを記念して。現在、金メ
ダルを獲得しました選手の皆様頑張って下さい。
今月誕生日の方々、おめでとうございます。
７月誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございま
す。
誕生日の御祝い有難うございます。健康第一で長
生きします。
中学３年生の息子がラグビーの全国大会に出場す
ることになりました。水戸ケーズデンキスタジア
ムで開催するので応援して下さい！
７月誕生日の方々おめでとう。
ワクチン接種２回目終了しました。ご多分にもれ
ず熱で寝込みました。
頑張れ！！ニッポン！！メダルラッシュだ！！！夏休み
子供たち元気プロジェクトに御参加、御協力頂い
た皆様、有難うございました。
７月誕生日の皆様おめでとうございます。
雨が降ったり、止んだりで変な天気です。

７月お誕生日の方々おめでとうございます。
前年度クラブ会計がまとまりました。
御誕生祝い有難うございました。
７月21日、無事に男の子の孫が生まれました。
とうとう２人のおばあちゃんです。
皆さん、ニコニコBOX献金をお願い致します。

この計　　　21件　　　 66,000円
７月計　　　83件　　　281,000円
累　計　　　83件　　　281,000円

■米山BOX（７月30日（金）扱）
大金　誠会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計820,000円）
小川啓子会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計290,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計230,000円）
上野義哉会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 50,000円）

この計　　　 ４件　　　 40,000円

■財団BOX（７月30日（金）扱）
月例献金（７月分）……1,791円

この計　　　１件　　　1,791円

水戸さくらRC　大澤一茂会長　岡田　晃幹事
■ゲスト

■会員メークアップ
７/17　社会奉仕・ロータリー財団研究会

宇留野秀一　　根本直哉
７/18　青少年奉仕研究会　　宇留野秀一　　桑名武之
７/22　国際奉仕研究会

二川隆司　　篠原　勉　　石井浩一
石川啓司

７/28　水戸西RC
篠原　勉　　石井浩一　　大森　愛

８/８　世話クラブ・準世話クラブ・学友会合同セミナー
奈良早苗　　金原和美

８/28　第１回地区会長・幹事会
長谷川國雄　　篠原　勉　　石井浩一


