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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

ロータリー財団月間

幹 事 報 告

2021年11月19日（金）
11月第３例会プログラム

１ 本日、会員レターBOXに、「水戸南RC細則変更に
ついて」のお知らせを配布致しました。

1. 点鐘・開会

２ 地区国際奉仕セミナーが開催されます。

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

日
場

時：12月４日㈯ 9:30〜12:00
所：ダイヤモンドホール・Zoom
筑西市玉戸1053-4 TEL.0296-28-8511
出席者：二川隆司国際奉仕委員長

3. ビジター・ゲスト紹介
4. ロータリーの時間

篠原

勉会長

5.「2020-21年度 END POLIO NOW：
歴史をつくるカウントダウン」感謝状伝達
志村

３ 水戸市内6RC合同例会がオンデマンド配信で開催
されます。

保直前会長

6. 米山功労者感謝状伝達
石井浩一会員（第２回）野口英壽会員（第１回）
山本 大会員（第１回）
7. 親睦の時間「11月誕生祝」

親睦活動委員会

８ 日 中庭浩実

14日 河野正政

19日 柏

21日 上野義哉

茂

27日 二川隆司
8. 会

食

9. 会務報告（出席状況報告
ロータリー財団

クラブ会長方針：ロータリーを楽しもう

ニコニコＢＯＸ

米山記念奨学

その他）

10. 幹事報告
11. 卓話「水戸から発信する新しい建築」
建築家

中郡大輔氏

12. ロータリーソング

期 間：12月６日㈪ ９:00〜12月20日㈪ ９:00
設置場所：水戸さくらロータリークラブHP特設ページ
参加方法：特設ページより後報。ID・PW入力の上、
オンラインで動画視聴
ご案内先：全会員
記念講演：㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック
代表取締役社長 小島 耕氏
㈱茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
代表取締役社長 西村大介氏
※配信期間内に、視聴された会員はメークアップと
なりますので、事務局までご連絡下さい。
４ 第３回水戸市内6RC会長・幹事会が開催されます。
日 時：11月19日㈮ 18:30〜
場 所：ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸
出席者：篠原 勉会長、石井浩一幹事

５ 次回例会日程
日
場
内

13. 点鐘・閉会

国際ロータリー第2820地区

時：11月26日㈮ 12:30〜
所：水戸プラザホテル＋オンライン
容：卓話「クラブ戦略計画について」
柿沼利明地区クラブサポート委員長
（古河RC）

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
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11月第２例会 11月12日（金）
■ゲスト

■財団BOX（11月12日（金）扱）

地区グローバル補助金担当委員 黒木雅宏 氏（水戸西RC）

長谷川國雄会員…ポール・ハリス・フェロー献金（第３〜10、
１・２回）
$1,000 114,000円（累計$15,200）
久保田啓藏会員…財団の友献金（第６回）
$100 11,400円（累計$10,600）
塩沢富夫会員……財団の友献金（第２回）
$100 11,400円（累計$10,200）
粂田信行会員……財団の友献金（第１回）
$100 11,400円（累計 $6,100）
及川 譲会員……財団の友献金（第６回）
$100 11,400円（累計 $4,600）
米川幸喜会員……財団の友献金（第８回）
$100 11,400円（累計 $2,800）
久保田規子会員…財団の友献金（第４回）
$100 11,400円（累計 $1,400）
鈴木由紀子会員…財団の友献金（第１回）
$100 11,400円（累計 $1,100）
川﨑英輝会員……財団の友献金（第10回）
$100 11,400円（累計 $1,000）
鈴木さちよ会員…財団の友献金（第３回）
$100 11,400円（累計
$300）
大森 愛会員……財団の友献金（第１回）
$100 11,400円（累計
$100）

■ビジター

水戸RC

横須賀満夫会員

■ニコニコBOX（11月12日（金）扱）
横須賀満夫会員（水戸RC）
……本日は大変失礼致しました。
長谷川國雄会員…地区グローバル補助金担当委員の黒木様、卓話宜
しくお願いします。
篠原 勉会員……地区グローバル補助金担当委員の黒木様、卓話宜
しくお願いします。
石井浩一会員……地区グローバル補助金担当委員の黒木様、卓話宜
しくお願いします。
久信田秀一会員…今年も宜しくお願いします。
井澤卓司会員……水戸西RCの黒木雅宏会員ようこそ！
！
粂田信行会員……地区グローバル補助金担当委員の黒木様、本日は
宜しくお願い致します。
米川幸喜会員……鈴木さちよ会員の雑誌の時間を楽しみにしています。
宇留野秀一会員…地区グローバル補助金担当委員の黒木様、卓話宜
しくお願いします。
原口一吉会員……水戸RCの横須賀満夫会員、ようこそ！！
桑名武之会員……地区グローバル補助金担当委員の黒木様、卓話楽
しみにしております。
石川啓司会員……先日頂いた水戸プラザホテル商品券を使用して事
務所のスタッフ５名と久し振りの「よし川」で昼
食での食事会を致しました。スタッフ全員喜んで
おりました。
金原和美会員……皆様、Makuakeサイトより糀屋の和漢膳のご購
入、宜しくお願いします！私も勿論、注文します！
岡村太郎会員……黒木先輩、本日は宜しくお願いします。
鈴木由紀子会員…こうじやの和漢膳のお知らせを会員レターボック
スに配布しました。拡散の方を宜しくお願い致し
ます。
この計

15件

ロータリーの時間

43,000円

篠原会長

幹事報告

ポール・ハリス・フェロー認証状及びピン
伝達 鈴木（由）会員

石井幹事

出席報告
11月第２例会（11月12日）
出席状況

この計

11件

$2,000

228,000円

■米山BOX（11月12日（金）扱）
久信田秀一会員…米山功労者献金（第１回）
10,000円（累計110,000円）
この計

１件

10,000円

■会員メークアップ
11/11 笠間RC
太田聖史
11/12 北海道2500REC
野口英壽

1-3会メンバー鈴木（さ）会員による
雑誌の時間

黒木雅宏地区グローバル補助金担当委員（水戸西RC）による
「ロータリー財団月間に因んで」の出前卓話〜勉強になりました

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

80名

46＋（3）名

31名

68.06％

本日は美味しいカレーでした

卓話の御礼

黒木雅宏氏と篠原会長

前週訂正出席率71.43％
（ ）
は、Zoom

