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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

幹 事 報 告

10月第３例会プログラム

１ 第１回地区職業奉仕セミナーが開催されます。
日 時：11月23日（火・祝） 13:00〜17:00
場 所：ホテルグランド東雲本館２F 有明の間
つくば市小野崎488-1 TEL.029-856-2211
出席者：軍司由佳職業奉仕委員長

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
5. 米山奨学金授与

篠原

勉会長

２ 「おひさま食堂」が開催されます。

グェン，ゴック アンさん

6. 米山功労者感謝状伝達

日

石川啓司会員（第６回）米田英雄会員（第５回）
及川

譲会員（第３回）

場

7. 雑誌の時間「ロータリーの友10月号」

雑誌委員会

8. 親睦の時間「10月誕生祝」

親睦活動委員会

３ 日 人見光一

４ 日 櫻井盛二

18日 菊池秀機

20日 根本

10日 川﨑英輝、瀬浪純恵
23日 谷島孝明
31日 鈴木忠夫

9. 会

10. 会務報告（出席状況報告
11. 幹事報告

次、飯嶋秀郎

27日 小沼広太

食

ロータリー財団

日
場

時：11月１日㈪ 18:30〜
所：水戸プラザホテル＋オンライン

４ 次回例会日程
日
場
内

時：10月22日㈮ 12:30〜
所：水戸プラザホテル
容：卓話「今後の水戸南RCについて」
新設アウトドアクラブ、1-3奉仕研究会、
SRG、おひさま食堂

その他）

会食メニュー

12. 卓話「米山月間に因んで」

サラダ
冬瓜と干し海老の翡翠仕立てトロミスープ
細切りポークと蒜の茎の炒め
ぷりぷり海老と卵のチリソース
白飯・ザーサイ
滑らか杏仁（クコ・糖水）

金原和美米山記念奨学委員長

13. ロータリーソング

時：10月23日㈯
調理をお手伝いくださる方は ８:30〜
受付や配布をお手伝いくださる方は 11:00〜
所：双葉台市民センター
水戸市双葉台2-1-5 TEL.251-3991

３ 第５回定例理事会が開催されます。

ニコニコＢＯＸ

米山記念奨学

米山奨学生

2021年（令和３年）10月15日（金）

地域社会の経済発展・米山月間

2021年10月15日（金）

4. ロータリーの時間

クラブ会長方針：ロータリーを楽しもう

グェン，ゴック アンさん

14. 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
石川
副幹事
及川

委員：皆川雄作

信行
啓司
譲
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新井和雄ガバナー公式訪問

新井ガバナー御一行と事前協議会

新井和雄ガバナーお出迎え

クラブ協議会

会長・会長エレクト・幹事との協議会

クラブ協議会で質問に回答いただく新井ガバナー
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新井和雄ガバナー公式訪問

新井和雄ガバナーご入場

新井和雄ガバナーのご挨拶

大木清実第３分区ガバナー補佐

早瀬浩一地区幹事

和田公一郎ガバナー補佐セクレタリー

篠原会長の挨拶

久しぶりのリアル例会〜会務報告
川﨑（英）出席委員長

会務報告
鈴木（由）ニコニコBOX委員長

会務報告
宇留野ロータリー財団委員長

会務報告
金原米山記念奨学委員長

11月３日に行われる茨城海岸美化プロジ
ェクトのTシャツを着た石井幹事の後ろ姿

新井和雄ガバナーの記念講演

2021-2022年度RIのテーマ

ガバナーへ記念品を渡す篠原会長

RI会長ご夫妻とガバナーご夫妻

本日の昼食
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10月第２例会 10月８日（金） ガバナー公式訪問
■ゲスト

大森

RI第2820地区ガバナー
新井和雄 氏（下館RC）
〃
第３分区ガバナー補佐 大木清実 氏（水戸さくらRC）
〃
地区幹事
早瀬浩一 氏（下館RC）
〃
第３分区ガバナー補佐セクレタリー
和田公一郎 氏（水戸さくらRC）

新井和雄ガバナー（下館RC）
……本日、公式訪問に参りました。宜しくお願い申し
上げます。
大木清実第３分区ガバナー補佐（水戸さくらRC）
……本日のガバナー公式訪問、宜しくお願い致します。
長谷川國雄会員…新井ガバナー、ご指導宜しくお願いします。
篠原 勉会員……新井ガバナー、ご指導宜しくお願いします。
笹館康男会員……新井ガバナー、地区役員の皆様方、本日は有難う
ございます。
綿引甚介会員……新井ガバナー、水戸南RCへようこそいらっしゃ
いました。宜しくお願いします。
軍司由佳会員……新井ガバナー、大木第３分区ガバナー補佐ようこ
そいらっしゃいました。本日は宜しくお願い致し
ます。
谷島孝明会員……ようこそ！
録田幸裕会員……新井ガバナー、本日は有難うございます。
鈴木さちよ会員…新井ガバナー、大木第３分区ガバナー補佐、本日
は水戸南RCにお越し頂き有難うございます。
久保田啓藏会員…新井ガバナーの公式訪問を記念して。
水口二良会員……新井ガバナーと皆様の御訪問を歓迎して。
髙野 賢会員……新井ガバナー、今日は宜しくお願い致します。
松本隆史会員……新井ガバナー、大木第３分区ガバナー補佐ご苦労
様です。
根本 次会員……新井ガバナー、本日はようこそ。宜しくお願い致
します。
兼子充裕会員……新井和雄ガバナー、ようこそいらっしゃいまし
た。本日、宜しくお願い致します。
深谷 智会員……やっと非常事態がとれ、安心している所です。第
６波が小さく済みますように！！
小川啓子会員……やっと例会再開です。新井ガバナー、ご指導宜し
くお願いします。
粂田信行会員……新井ガバナー、ようこそお越し下さいました。一
日宜しくお願いします。
菊池秀機会員……新井ガバナー、本日は有難うございます。
及川 譲会員・岡村太郎会員
……新井ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
山本 大会員……お久し振りです。
米川幸喜会員……新井ガバナー、本日は有難うございました。
高柳益美会員……新井ガバナー、大木第３分区ガバナー補佐ようこ
そ。
久保田規子会員…新井ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
原口一吉会員……新井ガバナー、大木第３分区ガバナー補佐、今日
は有難うございました。
平山桜子会員……新井ガバナー、水戸南RCへようこそ。
石川啓司会員……新井和雄ガバナー、大木第３分区ガバナー補佐、
ようこそいらっしゃいました。

10月第２例会（10月８日）
出席状況

この計

32件

123,000円

■財団BOX（10月８日（金）扱）

■ニコニコBOX（10月８日（金）扱）

出席報告

愛会員・小島瑞貴会員・鈴木由紀子会員
……新井ガバナー、大木第３分区ガバナー
補佐、ようこそいらっしゃいました。
本日は宜しくお願い致します。

鈴木憲一会員……財団の友献金（第７〜９回）
$300 33,600円（累計$17,900）
笹館康男会員……財団の友献金（第９回）
$100 11,200円（累計$13,900）
大原康宏会員……財団の友献金（第４回）
$100 11,200円（累計$12,400）
井澤卓司会員……財団の友献金（第５回）
$100 11,200円（累計 $7,500）
深谷 智会員……財団の友献金（第２回）
$100 11,200円（累計 $4,200）
山本 大会員……財団の友献金（第３回）
$100 11,200円（累計 $2,300）
この計

６件

$800

89,600円

■米山BOX（10月８日（金）扱）
笹館康男会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計780,000円）
粂田信行会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計580,000円）
根本 次会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計350,000円）
深谷 智会員……米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計310,000円）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計270,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第４回）
10,000円（累計240,000円）
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計190,000円）
野口英壽会員……準米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計100,000円）
山本 大会員……準米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計100,000円）
岡本太郎会員……準米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計 80,000円）
この計

10件

100,000円

■会員メークアップ
９/ ２ 笠間RC
太田聖史
９/16 笠間RC
太田聖史
９/26 シーロムRC会長就任式
篠原 勉
鈴木憲一

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

80名

51＋（3）名

26名

72.00％

橋本 哲

前週訂正出席率70,83％
（ ）
は、Zoom

