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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

RIテーマ：奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために
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地域社会の経済発展・米山月間

幹 事 報 告
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10月第４例会プログラム
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クラブ会長方針：ロータリーを楽しもう

１ 茨城海岸美化プロジェクトが開催されます。
ロータリー奉仕デーが11月３日（文化の日）に開
催されます。ロータリアンの皆さんで海岸清掃の奉
仕活動に参加しましょう！
日 時：11月３日（水・祝） 10:00〜12:00
場 所：大洗サンビーチ
お願い：会場受付脇にあるＴシャツをお持ち帰り
ください。

点鐘・開会
ロータリーソング〈我らの生業〉※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
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「今後の水戸南RCについて」
1-3奉仕研究会、SRG、おひさま食堂、
新設アウトドアクラブ
ロータリーソング
点鐘・閉会

２ 水戸南RCより「志」水戸プラザホテル商品券を全
会員にお配りします。
緊急事態宣言で２か月間、通常例会が開催出来ませ
んでした。会長からの提案で理事会で承認を頂き、
食料費予算から捻出しております。ご家族様や社員
様と水戸プラザホテルをご利用ください。
※本日、レターBOXに入れておきます。

３ 地区米山記念奨学会日本文化体験の研修会のご案内
が来ております。
日

時：10月30日㈯
【水戸方面】 出発 7:55
集合 水戸駅南口ホテルテラス ザ ガーデン水戸前
【つくば方面】出発 7:55
集合 筑波大学 大学会館前バス停・つくば駅
内 容：陶芸体験、笠間稲荷神社稲光閣での雅楽見
学他、和服体験、茶道など

米山功労者感謝状伝達

石川会員と及川会員

10月誕生日の皆さん、おめでとうございます

雑誌の時間

録田雑誌副委員長

卓話「米山月間に因んで」米山奨
学生 グェン，ゴック アンさん

国際ロータリー第2820地区

４ 次回例会日程
日 時：10月29日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル＋オンライン
卓 話：卓話「茨城ロボッツが新たに目指す地方創生」
茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
代表取締役 西村大介氏
お願い：Zoom参加の場合には、事務局にZoom参
加した事を電話連絡してください。
（画面上で出席確認していますが、漏れて
しまう事を防ぐ為）

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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10月第３例会 10月15日（金）
■ゲスト

■米山BOX（10月15日（金）扱）

米山奨学生 グェン，ゴック アンさん
2020〜2021年度米山奨学生 ス ミャッ ノー アウンさん

久保田啓藏会員…米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計1,060,000円）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計 770,000円）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第４回）
10,000円（累計 640,000円）
松本隆史会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計 570,000円）
篠原 勉会員……米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計 560,000円）
中川勝義会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計 350,000円）
小路 實会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計 320,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計 250,000円）
奈良早苗会員……米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計 210,000円）
石井浩一会員……米山功労者献金（第10回）
10,000円（累計 200,000円）
谷島孝明会員……米山功労者献金（第７・８回）
20,000円（累計 180,000円）
小泉正史会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計 150,000円）
鈴木由紀子会員…準米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計
70,000円）
上野義哉会員……準米山功労者献金（第６回）
10,000円（累計
60,000円）
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計
50,000円）
録田幸裕会員……準米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計
30,000円）
桑名武之会員……準米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計
20,000円）

■ニコニコBOX（10月15日（金）扱）
松本隆史会員……10月誕生日の皆様おめでとうございます。
根本 次会員……誕生祝い有難うございます。
志村 保会員……お久し振りです。
小川啓子会員……先週、お誕生日プレゼント受け取りました。有難
うございました。
菊池秀機会員……誕生祝い有難うございます。
赤岩賢二会員……ガバナー公式訪問お疲れ様でした。
小泉正史会員……ソロキャンプ部が出来ました。
原口一吉会員……全ての事に感謝します。
小島瑞貴会員……10月お誕生日の皆様お誕生日おめでとうござい
ます。
大森 愛会員……アンちゃん、スーちゃん楽しみにしておりまし
た。
石川啓司会員……米山月間お願いします。昨夜は半月でしたね。
中庭浩実会員……久し振りの例会に参加出来て嬉しいです。引続き
宜しくお願いします。
奈良早苗会員……アンちゃん、スーちゃんようこそ！
！
鈴木由紀子会員…アンちゃん、スーちゃん楽しんでいって下さい。
この計

14件

36,000円

■財団BOX（10月15日（金）扱）
石井浩一会員……財団の友献金（第１回）
$100 11,200円（累計$4,100）
小路 實会員……財団の友献金（第３回）
$100 11,200円（累計$3,300）
小泉正史会員……財団の友献金（第６回）
$100 11,200円（累計$1,600）
この計

３件

$300

33,600円

この計

10月３日㈰ 癒しフェア開催！
！

17件

180,000円
【月星ミエル・ス
ピリチュアルゴッ
ドフィーリング】

受付の篠原会長と北原会員

施術をする軍司会員【豊愛サロン】 施術をする小島会員【ペトリコール】 施術をする大森会員【beaute】

一般の参加者に混じった長谷川PG・篠原会長と
鈴木（さ）会員【鈴木ハーブ研究所】

出席報告
10月第３例会（10月15日）
出席状況

体験教室受講前の岡村会員ご夫妻
と奈良会員【フローリスト沙奈絵】

冨田悠貴乃さんのピアノ演奏【平山
ピアノ社】

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

80名

45＋（6）名

29名

68.00％

【マリアシンディ
の占い】

参加した久保田（規）会員ご家族と
鈴木（さ）会員

前週訂正出席率76.32％
（ ）
は、Zoom

