週報
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

Vol.49 No16（第2282）−１ 2021年（令和３年）12月３日（金）

RIテーマ：奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

疾病予防と治療月間

幹 事 報 告

2021年12月３日（金）
12月第１例会プログラム

１ 12月のロータリーレート

1. 点鐘・開会
2. 国歌斉唱・ロータリーソング〈四つのテスト〉※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 勉会長
5. 米山奨学金授与
グェン，ゴック アンさん
6.「第20回水戸南RC杯中央地区ミニバスケット
ボール大会に向けて」
中央地区ミニバスケットボール連盟 小沼義明氏
7. 会 食
8. 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）
9. 幹事報告
10. 年次総会「2022-23年度 役員・理事承認」
議長 篠原 勉会長
11. 「上半期を顧みて」 篠原 勉会長、石井浩一幹事
12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

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

１ドル＝114円

２ 米山記念奨学会「日本文化体験研修」報告動画のご案内

10月30日㈯に笠間市で行われた、米山奨学生の日
本文化体験研修の様子を、当地区委員会で撮影・編
集をしてYouTubeにアップロードしました。内容
の充実した日本文化体験研修となっておりますの
で、ご視聴いただけたら幸いです。
〈YouTube動画リンク〉
https://youtu.be/GueEYieFDUk

３ 11月27日㈯ おひさま食堂が開催されました。
（10名）
参加者（敬称略）
篠原 勉、石井浩一、塩沢富夫、鈴木憲一、
宇留野秀一、原口一吉、岡村太郎、中庭浩実、
久保田規子、小島瑞貴

４ 次回例会日程
日
場
内

時：12月10日㈮ 12:30〜
所：水戸プラザホテル＋オンライン
容：卓話「伝統を守り、新しい発想と技術でチャレンジ」
野村花火工業株式会社 代表取締役 野村陽一氏

柿沼委員長の突然の質問に答える篠原会長

国際ロータリー第2820地区

素晴らしい卓話ありがとうございました

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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◆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）
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11月第４例会 11月26日（金）
■ゲスト

■財団BOX（11月26日（金）扱）

地区クラブサポート委員長 柿沼利明 氏（古河東RC）

粂田信行会員……財団の友献金（第２回）
$100 11,400円（累計$6,200）
米田英雄会員……財団の友献金（第８回）
$100 11,400円（累計$4,800）
兼子充裕会員……財団の友献金（第２回）
$100 11,400円（累計$4,200）
月例献金（11月分）…2,573円

■ニコニコBOX（11月26日（金）扱）
柿沼利明会員（古河東RC）
……お世話になります。卓話させて頂きます。
篠原 勉会員……柿沼地区クラブサポート委員長、卓話宜しくお願
いします。
石井浩一会員……柿沼地区クラブサポート委員長、卓話宜しくお願
いします。
鈴木憲一会員・谷島孝明会員
……柿沼地区クラブサポート委員長、卓話宜しくお願
いします。
塩沢富夫会員……柿沼地区クラブサポート委員長、本日は宜しくお
願いします。
松本隆史会員・粂田信行会員
……柿沼地区クラブサポート委員長、卓話宜しくお願
い致します。
宇留野秀一会員…柿沼地区クラブサポート委員長、水戸南RCへよ
うこそ。卓話宜しくお願いします。
原口一吉会員……柿沼地区クラブサポート委員長、ようこそ！！卓
話宜しくお願いします。
兼子充裕会員……柿沼地区クラブサポート委員長、本日の卓話宜し
くお願いします。
石川啓司会員……柿沼地区クラブサポート委員長、ようこそ水戸南
RCへいらっしゃいました。私事ですが明日は工学院
大学校友会茨城県支部の秋のイベントが笠間でそ
ば打ち大会を行います。
どなたでも参加できます。
人見光一会員……柿沼地区クラブサポート委員長、宜しくお願いし
ます。
鈴木さちよ会員…柿沼地区クラブサポート委員長、卓話を宜しくお
願い致します。
鈴木由紀子会員…茨城新聞に掲載されました。水戸南RC掲示板に掲
示して頂いたので帰りがけにご覧になって下さいね！
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36,773円

■会員メークアップ
11/24 水戸西RC
大金 誠
11/26 地区職業奉仕セミナー
篠原 勉
軍司由佳

北原 実

ロータリーソング静聴

41,000円
175,000円
680,000円

ロータリーの時間

篠原会長

幹事報告

石井幹事

2021-22年度 第６回定例理事会 議事録
日 時
場 所
出席者

2021年11月29日㈪ 18:30〜
水戸プラザホテル 水戸市千波町2078-1
役
員 篠原 勉
粂田信行
石川啓司
石井浩一
原口一吉
志村 保
理
事 軍司由佳
根本直哉
桑名武之
二川隆司
及川 譲
川澄千亜紀
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
①12月から３月夜例会について
〈12月から夜例会再開する事、下記２点含め承認されました〉
・夜例会は、
らくらく連絡網で、
①例会懇談会出席、②例会
のみ出席、③ZOOM参加、④欠席、の４パターンで案内
する。
・夜例会の懇談会参加者のみ会費1,000円を徴収する事
とする。

出席報告
11月第４例会（11月26日）
出席状況

②12・１月プログラムについて
〈承 認〉
・12月17日㈮クラブ忘年会の出席確認は、親睦活動委
員会で取り纏める。
③下期年会費について
〈承 認〉
・新年家族例会特別徴収10,000円を追加し、125,000
円とする。
④新会員候補者について（磯崎明彦氏）
〈承 認〉
⑤1-3奉仕研究会について
〈承 諾〉
・再開したので、各委員長に講師を引き受けて頂きたい。
⑥新年家族例会準備状況について 〈人見親睦活動委員長からの説明〉
⑦（仮）冬休み子供達元気プロジェクト
（12月19日）について
〈食品ロスを掲げてロータリアンへ寄贈働きかけ、途中経過の説明〉
保留事項 特になし
次回定例理事会
１．日 時 2021年12月27日㈪
理事会 18:30〜 懇親会 19:30〜
２．場 所 水戸プラザホテル

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

80名

47＋（4）名

29名

66.23％

前週訂正出席率76.92％
（ ）
は、Zoom

