
１月誕生日の皆様　おめでとうございます 卓話「職業奉仕月間に因んで」軍司職業
奉仕委員長～ありがとうございました
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グェン，ゴック アンさん

磯﨑昭彦新会員
これから宜しくお願い致します
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職業奉仕月間

会員動静
12月31日付で、櫻井盛二会員が退会しました。
現在の会員数は、80名となります。

磯﨑昭彦会員の所属委員会について
会場運営委員会となります。

大野治夫ガバナーエレクト事務所からのご案内
・地区チーム研修セミナー（DTTS）
日　時：３月20日㈰
場　所：ホテルグランド東雲
出席者：次年度地区役員、地区総括委員長、
　　　　地区委員
・会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：４月９日㈯・10日㈰
場　所：ホテルグランド東雲
出席者：粂田信行会長エレクト、
　　　　次年度地区役員、地区総括委員長
・地区研修・協議会（DTA）
日　時：４月24日㈰
場　所：ホテル日航つくば
出席者：次年度会長・幹事、会長エレクト、
　　　　副会長及び理事・役員、
　　　　次年度地区役員、地区総括委員長、
　　　　地区委員
＊次年度の関係会員の方々はご予定をお願い致します。

第８回定例理事会が開催されます。
日　時：１月31日㈪　理事会 18:30～19:30
※懇親会は開催しません。
場　所：水戸プラザホテル＋オンライン

次回例会日程
新年家族例会は、コロナ感染拡大により開催しませ
ん。代わりに、食事無しで夜例会を実施し、お食
事、お土産のお持ち帰りに変更します。
日　時：１月28日㈮　18:30～19:00頃
場　所：水戸プラザホテル＋オンライン
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 1. 点鐘・開会 
 2. ロータリーソング〈奉仕の理想〉※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. 米山功労者感謝状伝達

髙野　賢会員（第６回）小川啓子会員（第３回）
 6. 創立50周年記念事業スローガンについて

 井澤卓司創立50周年記念事業実行委員長
 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. クラブ協議会「委員会上半期実績報告・下期活動計画Ⅰ」

会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、
親睦活動、会場運営、プログラム、広報、
会報、IT資料、雑誌

11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

１月第３例会プログラム
2022年１月21日（金）

前週訂正出席率72.73％
（　）は、Zoom81名 48＋（5）名 28名 67.95％１月第２例会（１月14日）

出席状況

【訂正とお詫び】
１月14日週報の磯﨑昭彦新会員名の漢字に誤りが
ございました。訂正し、お詫び申し上げます。
【誤】磯崎明彦新会員　→　【正】磯﨑昭彦新会員

長谷川國雄会員…
篠原　勉会員……

石井浩一会員……
磯﨑昭彦会員……
笹館康男会員……

塩沢富夫会員……

軍司由佳会員……

久保田啓藏会員…

松本隆史会員……
髙野　賢会員……
根本 次会員……

志村　保会員……
大原康宏会員……
米田英雄会員……

粂田信行会員・及川　譲会員・深谷　智会員・久保田規子会員・
上野義哉会員……
菊池秀機会員……

米川幸喜会員……
高柳益美会員……
谷島孝明会員……

岡村太郎会員……

原口一吉会員……

鈴木さちよ会員…

大森　愛会員……

小島瑞貴会員……

石川啓司会員……

その他……………

本年も宜しくお願い致します。
新年おめでとうございます。あと半年、宜しくお願い
します。磯﨑新会員ご入会おめでとうございます。
磯﨑新会員、ようこそ水戸南RCへ！！
本日から入会致します。宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願いします。誕生祝い有難うござ
います。
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い
致します。
本年も宜しくお願いします。磯﨑昭彦新会員ご入
会おめでとうございます。
皆様、明けましておめでとうございます。今年も
宜しくお願い致します。
寒いですね。寒さに負けないように。
新年あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。篠原会長、石井幹
事、下半期も頑張って下さい。
今年も宜しくお願いします。
本日、香港の頑固おやじが新店舗をオープンします。
明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願い致します。

本年も宜しくお願い致します。
本年も宜しくお願いします。お誕生日の方々、ご
入会の磯﨑新会員、おめでとうございます。
磯﨑新会員のご入会を祝して。
明けましておめでとうございます。
皆様、今年も宜しくお願いします！磯﨑新会員、
宜しくお願いします。
今年も宜しくお願いします。磯﨑新会員ご入会お
めでとうございます！
仲間の皆様の元気な姿を見れて感謝です。今年も
宜しくお願い致します。
新年を迎えられましたことにお慶びを申し上げま
す。今年も宜しくお願いします。
本年も宜しくお願い致します。１月お誕生日の皆
様おめでとうございます。
１月お誕生日の皆様おめでとうございます。本年
も宜しくお願い致します。
大阪のクリニック火災事故の影響で県内の消防局
も国土交通省も蜂の巣をつついたような騒ぎで、
様々な調整をしております。
１件

■会員メークアップ
１/12　水戸西RC　　　　　 大金　誠
１/13　北海道2500REC　　野口英壽

■ニコニコBOX（１月14日（金）扱）

■米山BOX（１月14日（金）扱）
篠原　勉会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計590,000円）
宇留野秀一会員…米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計200,000円）

■財団BOX（１月14日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,500円（累計$18,200）
井澤卓司会員……財団の友献金 ポリオプラス（第10回）

$100　11,500円（累計 $8,000）
久保田規子会員…財団の友献金 ポリオプラス（第５回）

$100　11,500円（累計 $1,500）

この計　　　２件　　　20,000円

この計　　　３件　　　$300　　　34,500円

この計　　　30件　　　95,000円

米山奨学生　グェン，ゴック アン さん■ゲスト
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１月第２例会　１月14日（金）

■2021年７月～12月の出席100％会員は下記の方々です。
赤岩賢二　　深谷　智　　二川隆司　　軍司由佳　　原口一吉
長谷川國雄　　人見光一　　石井浩一　　石川啓司　　井澤卓司
兼子充裕　　川﨑英輝　　川﨑紀子　　金原和美　　小泉正史
小路　實　　久保田啓藏　　久保田規子　　粂田信行　　桑名武之
根本直哉　　根本 次　　野口英壽　　大金　誠　　小川啓子
及川　譲　　岡村太郎　　太田聖史　　笹館康男　　志村　保
篠原　勉　　鈴木憲一　　鈴木さちよ　　鈴木由紀子　　上野義哉
宇留野秀一　　谷島孝明　　米川幸喜　　　　　　（計38名）

◎メークアップ期間は、年度内（2022年６月30日迄）ですので、それまでにお願い致しま
す。メークアップ数については、川﨑（英）出席委員長又は、事務局迄、お尋ね下さい。

日　時　2022年１月14日㈮　12:15～
場　所　水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1
出席者　役　　員　篠原　勉　　石川啓司　　石井浩一

　　　　　原口一吉　　志村　保
理　　事　軍司由佳　　及川　譲　　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櫻井盛二会員退会について 〈承　認〉
②新年家族例会開催可否について 〈承　認〉
・会長、幹事、親睦活動委員長に一任とする。

保留事項　特になし

2021-22年度 第３回臨時理事会 議事録



会員組織委員会
委員長　粂田　信行

１.上半期実績
　コロナ禍であったが、2名の増強が図られ、会員
の退会防止にも努められた。

２.下半期活動計画
　引き続き、期初の事業計画をもとに活動する。

職業分類委員会
委員長　川﨑　紀子

１.上半期実績
・小島瑞貴氏、大森愛氏、磯﨑昭彦氏の推薦にあた
り、新たな職業分類、エステティック業・電気通
信工事業を開放致しました。

　「所属委員会」
　○小島瑞貴会員　エステティック業
　○大森　愛会員　エステティック業
　○磯﨑昭彦会員　電気通信工事業

２.下半期活動計画
・現会員について、職業分類変更の申し出があれば
速やかに理事会に提出し、対応をしていく。

・新会員の職業分類を適正に行う。

会員選考委員会
委員長　松本　隆史

１.上半期実績
　上半期の初めに、二名の会員の推薦がありまし
た。小島瑞貴さんと大森愛さんです。これまでの経
歴・経緯を拝見し、お二人共に問題なく推薦し、
ロータリー情報委員会主催のオリエンテーションを
開催しました。
　その後上半期後半に、磯﨑昭彦さんの推薦があ
り、経歴・経緯を拝見し、推薦いたしました。ＳＧ
ゴルフ大会があり、その後の懇親会の中で同様にオ
リエンテーションをし、１月に入会となります。

２.下半期活動計画
⑴新会員候補者として推薦がなされた場合、前年度
同様、入会前に委員会としてその候補者との懇談
会を開催する。

⑵必要に応じ、職業分類委員会、会員増強委員会、
ロータリー情報委員会との情報集会を開催する。

会員増強委員会
委員長　岡村　太郎

１.上半期実績
①新会員２名の入会
　小島瑞貴会員、大森愛会員
②メンター制度の導入について
　1－3奉仕研究会の再開や奉仕活動、親睦活動が出
来るようになり積極的に参加して頂くことでクラ
ブに慣れ親しんで頂ける環境となってきている。

③新会員候補者を例会にお招きしたり、個別の面
談、会食を実施

④新会員候補者リストを作成、クラブ会員からの推
薦も多数頂きましたことを感謝申し上げます。

２.下半期活動計画
①下半期新会員１名入会
　磯﨑昭彦さん（2022.1.14入会）
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。

③欠席の続いている会員に声かけをし、例会や奉仕

活動、親睦活動で接点を作りたいと考えている。

ロータリー情報委員会
委員長　鈴木　憲一

１.上半期実績
　入会前のオリエンテーションで新会員候補者に会
員の義務と心がまえ等の説明をしました。
　７月に小島瑞貴会員と大森愛会員のオリエンテー
ションを行いました。12月に新会員候補者の磯﨑昭
彦氏のオリエンテーションを行いました。

２.下半期活動計画
・新会員候補者に入会前に、「今日からロータリア
ン」に基づきオリエンテーションを行う。
・1－3奉仕研究会をサポートし、入会後３年未満の
会員へ継続的なロータリー情報を提供し、在籍４
年以上の会員との親睦、交流、友情を促す。

クラブ管理運営委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績
⑴構成されるクラブ管理運営の各８委員会、委員長
を中心に計画通りに活動されていました。
⑵コロナ禍の状況の中、クラブ奉仕の理念のもと、
楽しい例会づくりとリアルとリモートのハイブ
リッド開催、さらに出席率の底上げ、公共イメー
ジの向上等、それぞれに努力なさっていました。

２.下半期活動計画
⑴構成されるクラブ管理運営の各８委員会が活発に
活動できるよう問題点を共有し、クラブ活動を魅
力あるものにします。
⑵情報集会を２回開催し、各委員会の連携を図り、
楽しいクラブづくりを念頭に、出席率の向上等の
目標を達成できるようにしたいと思います。

出席委員会
委員長　川﨑　英輝

１.上半期実績
　新型コロナウイルスの影響での休会もありました
が、その後Zoomによるリモート例会の実施、例会
再開後はリモートも継続してのハイブリット例会を
実施しましたが、なかなか出席率が伸びず、会長目
標には届きませんでした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない会員にZoomでの参加を促す。
・例会以外の行事への参加や、メークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー（推薦者や関係が
深い会員が同伴し、出席しやすい環境にするetc）。

親睦活動委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績
⑴例会時のビジター･ゲストの受付と紹介、会場運営
委員会と協力してビジター席への案内を行った。
⑵各月に会員の誕生日祝いを準備し、誕生月の会員
には例会への出席及びスピーチの依頼を電話等に
より行った。
⑶会員の方々が関係する慶弔のお手伝い（上半期は
活動無し）。

⑷移動家族例会について企画をするものの、新型コ
ロナウイルスの問題があり中止となった。

２.下半期活動計画
⑴上半期に続き、例会時のビジター･ゲストの受付と
紹介、会場運営委員会と協力してビジター席への
案内を行う。
⑵上半期に続き、各月に会員の誕生日祝いを準備
し、誕生月の会員には例会への出席及びスピーチ
の依頼を電話等により行う。
⑶会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑷新年家族例会の企画。

会場運営委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績
１．例会準備のため集合時間の例会開始45分前を守

れた。
２．会場運営、会場設営の確認等
３．例会食事の極端な無駄を無くす事ができた。
４．ミリオンダラーミールも順調に実施できた。

２.下半期活動計画
１．集合時間例会開始45分前を継続する。
２．会場運営、会場設営の確認等
３．例会食事の極端な無駄を無くす事。
４．ミリオンダラーミールを継続実施。

プログラム委員会
委員長　谷島　孝明

１.上半期実績
＊月間プログラムを作成し、理事会にて承認をいた
だきました。
＊Zoom例会の開催とZoomによるイニシエーション
スピーチを２名の新会員により実施致しました。
＊会員による卓話、会員ご紹介者による卓話、外部
講師による卓話を実施致しました。
＊地区研修会の報告を実施致しました。
＊４名の委員会メンバーで司会進行を実施致しまし
た。

２.下半期活動計画
⑴茨城大学馬渡先生と学生たち：世界に感動を、あ
なたに夢を　　　　　　　　　　〈２月第１例会〉
⑵経済産業省・エネルギー安全保障〈２月第３例会〉
⑶水戸市長　　高橋　靖氏　　　　〈３月第１例会〉
⑷教育関連　　塩畑貴志氏　　　　〈３月第２例会〉
⑸茨城県知事　大井川和彦氏　　　　　〈時期未定〉
　引き続き、月間卓話を多用しつつ魅力ある例会作
りに尽力し、会長方針でもあるロータリーを楽し
もうをモットーに充実した内容のプログラムを作
成して参りたいと思います。

広報委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績
１．茨城新聞社に、「子ども食堂」や水戸プラザホ

テルでの「社会奉仕イベント」の取材を依頼
し、掲載していただいた。

２.下半期活動計画
１．SNSの効果的活用方法を掘り下げたい。
２．FBの「国際ロータリー第2820地区FBグルー

プ」の活用、及び連携について考えたい。

会報委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績
　事業計画の基本方針に則り、クラブの活動がわかり
やすく且つ飽きない紙面づくりに努めて参りました。
⑴通常例会、ガバナー公式訪問
⑵奉仕活動
　おひさま食堂、子供元気プロジェクト、茨城海岸
美化プロジェクト
⑶卓話原稿
⑷クラブ活動
　SRGゴルフ、アウトドアクラブ等
⑸委員会活動
　職業奉仕委員会の癒しフェア等

２.下半期活動計画
　引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
　下半期は、再開された1－3奉仕研究会、会員紹
介、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考えて
おりますので、各委員及び委員長にご協力をお願い
することになるかと思いますが、宜しくお願い申し
上げます。

IT資料委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績
①らくらく連絡網を使い、例会の出欠確認（例会の
お知らせ）をしました。
②らくらく連絡網未登録の方にメールでの出欠確認
（例会のお知らせ）をしました。
③らくらく連絡網未登録の方に利用促進し、登録を
お手伝いしました。

２.下半期活動計画
①ホームページは、公共イメージアップと会員増強
を狙った活用として、当クラブが実施する事業の
内容や奉仕活動の様子を紹介。
②らくらく連絡網は、出席状況の把握やクラブ運営の
連絡等に活用し、出席率のアップなどをサポートす
る。全会員登録、例会出欠の返信率100％を目指す。
③My ROTARYを紹介し、啓蒙を行う。
　My ROTARYの登録を促す。
④Facebookの水戸南ページは、広報委員会と連
携して会員内外にタイムリーな活動状況を報告す
る目的で運用する。
⑤例会実施が難しくなった場合に、オンライン例会
やライブ配信などを検討、実施。
⑥らくらく連絡網の登録、使い方、My ROTARY
の登録などをサポート。

雑誌委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績
１．毎月１回例会において「ロータリーの友」のお

すすめ記事の紹介を雑誌の時間で紹介した。
２．今年度は、「ロータリーの友」の購読を認識して

いただく様に、雑誌の時間を1－3奉仕研究会メ
ンバーの方から発表していただいた。

３．「ロータリーの友」の購読を呼びかけた。
２.下半期活動計画
　「ロータリーの友」に更なる興味をもっていただ
ける様、当クラブでの各委員の活動の様子等を水戸
南ＲＣ発の記事として「ロータリーの友」へ掲載し
たいと思います。
　ご協力よろしくお願いいたします。
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会員組織委員会
委員長　粂田　信行

１.上半期実績
　コロナ禍であったが、2名の増強が図られ、会員
の退会防止にも努められた。

２.下半期活動計画
　引き続き、期初の事業計画をもとに活動する。

職業分類委員会
委員長　川﨑　紀子

１.上半期実績
・小島瑞貴氏、大森愛氏、磯﨑昭彦氏の推薦にあた
り、新たな職業分類、エステティック業・電気通
信工事業を開放致しました。

　「所属委員会」
　○小島瑞貴会員　エステティック業
　○大森　愛会員　エステティック業
　○磯﨑昭彦会員　電気通信工事業

２.下半期活動計画
・現会員について、職業分類変更の申し出があれば
速やかに理事会に提出し、対応をしていく。

・新会員の職業分類を適正に行う。

会員選考委員会
委員長　松本　隆史

１.上半期実績
　上半期の初めに、二名の会員の推薦がありまし
た。小島瑞貴さんと大森愛さんです。これまでの経
歴・経緯を拝見し、お二人共に問題なく推薦し、
ロータリー情報委員会主催のオリエンテーションを
開催しました。
　その後上半期後半に、磯﨑昭彦さんの推薦があ
り、経歴・経緯を拝見し、推薦いたしました。ＳＧ
ゴルフ大会があり、その後の懇親会の中で同様にオ
リエンテーションをし、１月に入会となります。

２.下半期活動計画
⑴新会員候補者として推薦がなされた場合、前年度
同様、入会前に委員会としてその候補者との懇談
会を開催する。

⑵必要に応じ、職業分類委員会、会員増強委員会、
ロータリー情報委員会との情報集会を開催する。

会員増強委員会
委員長　岡村　太郎

１.上半期実績
①新会員２名の入会
　小島瑞貴会員、大森愛会員
②メンター制度の導入について
　1－3奉仕研究会の再開や奉仕活動、親睦活動が出
来るようになり積極的に参加して頂くことでクラ
ブに慣れ親しんで頂ける環境となってきている。

③新会員候補者を例会にお招きしたり、個別の面
談、会食を実施

④新会員候補者リストを作成、クラブ会員からの推
薦も多数頂きましたことを感謝申し上げます。

２.下半期活動計画
①下半期新会員１名入会
　磯﨑昭彦さん（2022.1.14入会）
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。

③欠席の続いている会員に声かけをし、例会や奉仕

活動、親睦活動で接点を作りたいと考えている。

ロータリー情報委員会
委員長　鈴木　憲一

１.上半期実績
　入会前のオリエンテーションで新会員候補者に会
員の義務と心がまえ等の説明をしました。
　７月に小島瑞貴会員と大森愛会員のオリエンテー
ションを行いました。12月に新会員候補者の磯﨑昭
彦氏のオリエンテーションを行いました。

２.下半期活動計画
・新会員候補者に入会前に、「今日からロータリア
ン」に基づきオリエンテーションを行う。
・1－3奉仕研究会をサポートし、入会後３年未満の
会員へ継続的なロータリー情報を提供し、在籍４
年以上の会員との親睦、交流、友情を促す。

クラブ管理運営委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績
⑴構成されるクラブ管理運営の各８委員会、委員長
を中心に計画通りに活動されていました。
⑵コロナ禍の状況の中、クラブ奉仕の理念のもと、
楽しい例会づくりとリアルとリモートのハイブ
リッド開催、さらに出席率の底上げ、公共イメー
ジの向上等、それぞれに努力なさっていました。

２.下半期活動計画
⑴構成されるクラブ管理運営の各８委員会が活発に
活動できるよう問題点を共有し、クラブ活動を魅
力あるものにします。
⑵情報集会を２回開催し、各委員会の連携を図り、
楽しいクラブづくりを念頭に、出席率の向上等の
目標を達成できるようにしたいと思います。

出席委員会
委員長　川﨑　英輝

１.上半期実績
　新型コロナウイルスの影響での休会もありました
が、その後Zoomによるリモート例会の実施、例会
再開後はリモートも継続してのハイブリット例会を
実施しましたが、なかなか出席率が伸びず、会長目
標には届きませんでした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない会員にZoomでの参加を促す。
・例会以外の行事への参加や、メークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー（推薦者や関係が
深い会員が同伴し、出席しやすい環境にするetc）。

親睦活動委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績
⑴例会時のビジター･ゲストの受付と紹介、会場運営
委員会と協力してビジター席への案内を行った。
⑵各月に会員の誕生日祝いを準備し、誕生月の会員
には例会への出席及びスピーチの依頼を電話等に
より行った。
⑶会員の方々が関係する慶弔のお手伝い（上半期は
活動無し）。

⑷移動家族例会について企画をするものの、新型コ
ロナウイルスの問題があり中止となった。

２.下半期活動計画
⑴上半期に続き、例会時のビジター･ゲストの受付と
紹介、会場運営委員会と協力してビジター席への
案内を行う。
⑵上半期に続き、各月に会員の誕生日祝いを準備
し、誕生月の会員には例会への出席及びスピーチ
の依頼を電話等により行う。
⑶会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑷新年家族例会の企画。

会場運営委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績
１．例会準備のため集合時間の例会開始45分前を守

れた。
２．会場運営、会場設営の確認等
３．例会食事の極端な無駄を無くす事ができた。
４．ミリオンダラーミールも順調に実施できた。

２.下半期活動計画
１．集合時間例会開始45分前を継続する。
２．会場運営、会場設営の確認等
３．例会食事の極端な無駄を無くす事。
４．ミリオンダラーミールを継続実施。

プログラム委員会
委員長　谷島　孝明

１.上半期実績
＊月間プログラムを作成し、理事会にて承認をいた
だきました。
＊Zoom例会の開催とZoomによるイニシエーション
スピーチを２名の新会員により実施致しました。
＊会員による卓話、会員ご紹介者による卓話、外部
講師による卓話を実施致しました。
＊地区研修会の報告を実施致しました。
＊４名の委員会メンバーで司会進行を実施致しまし
た。

２.下半期活動計画
⑴茨城大学馬渡先生と学生たち：世界に感動を、あ
なたに夢を　　　　　　　　　　〈２月第１例会〉
⑵経済産業省・エネルギー安全保障〈２月第３例会〉
⑶水戸市長　　高橋　靖氏　　　　〈３月第１例会〉
⑷教育関連　　塩畑貴志氏　　　　〈３月第２例会〉
⑸茨城県知事　大井川和彦氏　　　　　〈時期未定〉
　引き続き、月間卓話を多用しつつ魅力ある例会作
りに尽力し、会長方針でもあるロータリーを楽し
もうをモットーに充実した内容のプログラムを作
成して参りたいと思います。

広報委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績
１．茨城新聞社に、「子ども食堂」や水戸プラザホ

テルでの「社会奉仕イベント」の取材を依頼
し、掲載していただいた。

２.下半期活動計画
１．SNSの効果的活用方法を掘り下げたい。
２．FBの「国際ロータリー第2820地区FBグルー

プ」の活用、及び連携について考えたい。

会報委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績
　事業計画の基本方針に則り、クラブの活動がわかり
やすく且つ飽きない紙面づくりに努めて参りました。
⑴通常例会、ガバナー公式訪問
⑵奉仕活動
　おひさま食堂、子供元気プロジェクト、茨城海岸
美化プロジェクト
⑶卓話原稿
⑷クラブ活動
　SRGゴルフ、アウトドアクラブ等
⑸委員会活動
　職業奉仕委員会の癒しフェア等

２.下半期活動計画
　引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
　下半期は、再開された1－3奉仕研究会、会員紹
介、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考えて
おりますので、各委員及び委員長にご協力をお願い
することになるかと思いますが、宜しくお願い申し
上げます。

IT資料委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績
①らくらく連絡網を使い、例会の出欠確認（例会の
お知らせ）をしました。
②らくらく連絡網未登録の方にメールでの出欠確認
（例会のお知らせ）をしました。
③らくらく連絡網未登録の方に利用促進し、登録を
お手伝いしました。

２.下半期活動計画
①ホームページは、公共イメージアップと会員増強
を狙った活用として、当クラブが実施する事業の
内容や奉仕活動の様子を紹介。
②らくらく連絡網は、出席状況の把握やクラブ運営の
連絡等に活用し、出席率のアップなどをサポートす
る。全会員登録、例会出欠の返信率100％を目指す。
③My ROTARYを紹介し、啓蒙を行う。
　My ROTARYの登録を促す。
④Facebookの水戸南ページは、広報委員会と連
携して会員内外にタイムリーな活動状況を報告す
る目的で運用する。
⑤例会実施が難しくなった場合に、オンライン例会
やライブ配信などを検討、実施。
⑥らくらく連絡網の登録、使い方、My ROTARY
の登録などをサポート。

雑誌委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績
１．毎月１回例会において「ロータリーの友」のお

すすめ記事の紹介を雑誌の時間で紹介した。
２．今年度は、「ロータリーの友」の購読を認識して

いただく様に、雑誌の時間を1－3奉仕研究会メ
ンバーの方から発表していただいた。

３．「ロータリーの友」の購読を呼びかけた。
２.下半期活動計画
　「ロータリーの友」に更なる興味をもっていただ
ける様、当クラブでの各委員の活動の様子等を水戸
南ＲＣ発の記事として「ロータリーの友」へ掲載し
たいと思います。
　ご協力よろしくお願いいたします。
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会員組織委員会
委員長　粂田　信行

１.上半期実績
　コロナ禍であったが、2名の増強が図られ、会員
の退会防止にも努められた。

２.下半期活動計画
　引き続き、期初の事業計画をもとに活動する。

職業分類委員会
委員長　川﨑　紀子

１.上半期実績
・小島瑞貴氏、大森愛氏、磯﨑昭彦氏の推薦にあた
り、新たな職業分類、エステティック業・電気通
信工事業を開放致しました。
　「所属委員会」
　○小島瑞貴会員　エステティック業
　○大森　愛会員　エステティック業
　○磯﨑昭彦会員　電気通信工事業

２.下半期活動計画
・現会員について、職業分類変更の申し出があれば
速やかに理事会に提出し、対応をしていく。
・新会員の職業分類を適正に行う。

会員選考委員会
委員長　松本　隆史

１.上半期実績
　上半期の初めに、二名の会員の推薦がありまし
た。小島瑞貴さんと大森愛さんです。これまでの経
歴・経緯を拝見し、お二人共に問題なく推薦し、
ロータリー情報委員会主催のオリエンテーションを
開催しました。
　その後上半期後半に、磯﨑昭彦さんの推薦があ
り、経歴・経緯を拝見し、推薦いたしました。ＳＧ
ゴルフ大会があり、その後の懇親会の中で同様にオ
リエンテーションをし、１月に入会となります。

２.下半期活動計画
⑴新会員候補者として推薦がなされた場合、前年度
同様、入会前に委員会としてその候補者との懇談
会を開催する。
⑵必要に応じ、職業分類委員会、会員増強委員会、
ロータリー情報委員会との情報集会を開催する。

会員増強委員会
委員長　岡村　太郎

１.上半期実績
①新会員２名の入会
　小島瑞貴会員、大森愛会員
②メンター制度の導入について
　1－3奉仕研究会の再開や奉仕活動、親睦活動が出
来るようになり積極的に参加して頂くことでクラ
ブに慣れ親しんで頂ける環境となってきている。
③新会員候補者を例会にお招きしたり、個別の面
談、会食を実施
④新会員候補者リストを作成、クラブ会員からの推
薦も多数頂きましたことを感謝申し上げます。

２.下半期活動計画
①下半期新会員１名入会
　磯﨑昭彦さん（2022.1.14入会）
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。
③欠席の続いている会員に声かけをし、例会や奉仕

活動、親睦活動で接点を作りたいと考えている。

ロータリー情報委員会
委員長　鈴木　憲一

１.上半期実績
　入会前のオリエンテーションで新会員候補者に会
員の義務と心がまえ等の説明をしました。
　７月に小島瑞貴会員と大森愛会員のオリエンテー
ションを行いました。12月に新会員候補者の磯﨑昭
彦氏のオリエンテーションを行いました。

２.下半期活動計画
・新会員候補者に入会前に、「今日からロータリア
ン」に基づきオリエンテーションを行う。
・1－3奉仕研究会をサポートし、入会後３年未満の
会員へ継続的なロータリー情報を提供し、在籍４
年以上の会員との親睦、交流、友情を促す。

クラブ管理運営委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績
⑴構成されるクラブ管理運営の各８委員会、委員長
を中心に計画通りに活動されていました。
⑵コロナ禍の状況の中、クラブ奉仕の理念のもと、
楽しい例会づくりとリアルとリモートのハイブ
リッド開催、さらに出席率の底上げ、公共イメー
ジの向上等、それぞれに努力なさっていました。

２.下半期活動計画
⑴構成されるクラブ管理運営の各８委員会が活発に
活動できるよう問題点を共有し、クラブ活動を魅
力あるものにします。
⑵情報集会を２回開催し、各委員会の連携を図り、
楽しいクラブづくりを念頭に、出席率の向上等の
目標を達成できるようにしたいと思います。

出席委員会
委員長　川﨑　英輝

１.上半期実績
　新型コロナウイルスの影響での休会もありました
が、その後Zoomによるリモート例会の実施、例会
再開後はリモートも継続してのハイブリット例会を
実施しましたが、なかなか出席率が伸びず、会長目
標には届きませんでした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない会員にZoomでの参加を促す。
・例会以外の行事への参加や、メークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー（推薦者や関係が
深い会員が同伴し、出席しやすい環境にするetc）。

親睦活動委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績
⑴例会時のビジター･ゲストの受付と紹介、会場運営
委員会と協力してビジター席への案内を行った。
⑵各月に会員の誕生日祝いを準備し、誕生月の会員
には例会への出席及びスピーチの依頼を電話等に
より行った。
⑶会員の方々が関係する慶弔のお手伝い（上半期は
活動無し）。

⑷移動家族例会について企画をするものの、新型コ
ロナウイルスの問題があり中止となった。

２.下半期活動計画
⑴上半期に続き、例会時のビジター･ゲストの受付と
紹介、会場運営委員会と協力してビジター席への
案内を行う。

⑵上半期に続き、各月に会員の誕生日祝いを準備
し、誕生月の会員には例会への出席及びスピーチ
の依頼を電話等により行う。

⑶会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑷新年家族例会の企画。

会場運営委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績
１．例会準備のため集合時間の例会開始45分前を守

れた。
２．会場運営、会場設営の確認等
３．例会食事の極端な無駄を無くす事ができた。
４．ミリオンダラーミールも順調に実施できた。

２.下半期活動計画
１．集合時間例会開始45分前を継続する。
２．会場運営、会場設営の確認等
３．例会食事の極端な無駄を無くす事。
４．ミリオンダラーミールを継続実施。

プログラム委員会
委員長　谷島　孝明

１.上半期実績
＊月間プログラムを作成し、理事会にて承認をいた
だきました。

＊Zoom例会の開催とZoomによるイニシエーション
スピーチを２名の新会員により実施致しました。
＊会員による卓話、会員ご紹介者による卓話、外部
講師による卓話を実施致しました。

＊地区研修会の報告を実施致しました。
＊４名の委員会メンバーで司会進行を実施致しまし
た。

２.下半期活動計画
⑴茨城大学馬渡先生と学生たち：世界に感動を、あ
なたに夢を　　　　　　　　　　〈２月第１例会〉

⑵経済産業省・エネルギー安全保障〈２月第３例会〉
⑶水戸市長　　高橋　靖氏　　　　〈３月第１例会〉
⑷教育関連　　塩畑貴志氏　　　　〈３月第２例会〉
⑸茨城県知事　大井川和彦氏　　　　　〈時期未定〉
　引き続き、月間卓話を多用しつつ魅力ある例会作
りに尽力し、会長方針でもあるロータリーを楽し
もうをモットーに充実した内容のプログラムを作
成して参りたいと思います。

広報委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績
１．茨城新聞社に、「子ども食堂」や水戸プラザホ

テルでの「社会奉仕イベント」の取材を依頼
し、掲載していただいた。

２.下半期活動計画
１．SNSの効果的活用方法を掘り下げたい。
２．FBの「国際ロータリー第2820地区FBグルー

プ」の活用、及び連携について考えたい。

会報委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績
　事業計画の基本方針に則り、クラブの活動がわかり
やすく且つ飽きない紙面づくりに努めて参りました。
⑴通常例会、ガバナー公式訪問
⑵奉仕活動
　おひさま食堂、子供元気プロジェクト、茨城海岸
美化プロジェクト
⑶卓話原稿
⑷クラブ活動
　SRGゴルフ、アウトドアクラブ等
⑸委員会活動
　職業奉仕委員会の癒しフェア等

２.下半期活動計画
　引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
　下半期は、再開された1－3奉仕研究会、会員紹
介、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考えて
おりますので、各委員及び委員長にご協力をお願い
することになるかと思いますが、宜しくお願い申し
上げます。

IT資料委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績
①らくらく連絡網を使い、例会の出欠確認（例会の
お知らせ）をしました。
②らくらく連絡網未登録の方にメールでの出欠確認
（例会のお知らせ）をしました。
③らくらく連絡網未登録の方に利用促進し、登録を
お手伝いしました。

２.下半期活動計画
①ホームページは、公共イメージアップと会員増強
を狙った活用として、当クラブが実施する事業の
内容や奉仕活動の様子を紹介。
②らくらく連絡網は、出席状況の把握やクラブ運営の
連絡等に活用し、出席率のアップなどをサポートす
る。全会員登録、例会出欠の返信率100％を目指す。
③My ROTARYを紹介し、啓蒙を行う。
　My ROTARYの登録を促す。
④Facebookの水戸南ページは、広報委員会と連
携して会員内外にタイムリーな活動状況を報告す
る目的で運用する。
⑤例会実施が難しくなった場合に、オンライン例会
やライブ配信などを検討、実施。
⑥らくらく連絡網の登録、使い方、My ROTARY
の登録などをサポート。

雑誌委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績
１．毎月１回例会において「ロータリーの友」のお

すすめ記事の紹介を雑誌の時間で紹介した。
２．今年度は、「ロータリーの友」の購読を認識して

いただく様に、雑誌の時間を1－3奉仕研究会メ
ンバーの方から発表していただいた。

３．「ロータリーの友」の購読を呼びかけた。
２.下半期活動計画
　「ロータリーの友」に更なる興味をもっていただ
ける様、当クラブでの各委員の活動の様子等を水戸
南ＲＣ発の記事として「ロータリーの友」へ掲載し
たいと思います。
　ご協力よろしくお願いいたします。
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会員組織委員会
委員長　粂田　信行

１.上半期実績
　コロナ禍であったが、2名の増強が図られ、会員
の退会防止にも努められた。

２.下半期活動計画
　引き続き、期初の事業計画をもとに活動する。

職業分類委員会
委員長　川﨑　紀子

１.上半期実績
・小島瑞貴氏、大森愛氏、磯﨑昭彦氏の推薦にあた
り、新たな職業分類、エステティック業・電気通
信工事業を開放致しました。
　「所属委員会」
　○小島瑞貴会員　エステティック業
　○大森　愛会員　エステティック業
　○磯﨑昭彦会員　電気通信工事業

２.下半期活動計画
・現会員について、職業分類変更の申し出があれば
速やかに理事会に提出し、対応をしていく。
・新会員の職業分類を適正に行う。

会員選考委員会
委員長　松本　隆史

１.上半期実績
　上半期の初めに、二名の会員の推薦がありまし
た。小島瑞貴さんと大森愛さんです。これまでの経
歴・経緯を拝見し、お二人共に問題なく推薦し、
ロータリー情報委員会主催のオリエンテーションを
開催しました。
　その後上半期後半に、磯﨑昭彦さんの推薦があ
り、経歴・経緯を拝見し、推薦いたしました。ＳＧ
ゴルフ大会があり、その後の懇親会の中で同様にオ
リエンテーションをし、１月に入会となります。

２.下半期活動計画
⑴新会員候補者として推薦がなされた場合、前年度
同様、入会前に委員会としてその候補者との懇談
会を開催する。
⑵必要に応じ、職業分類委員会、会員増強委員会、
ロータリー情報委員会との情報集会を開催する。

会員増強委員会
委員長　岡村　太郎

１.上半期実績
①新会員２名の入会
　小島瑞貴会員、大森愛会員
②メンター制度の導入について
　1－3奉仕研究会の再開や奉仕活動、親睦活動が出
来るようになり積極的に参加して頂くことでクラ
ブに慣れ親しんで頂ける環境となってきている。
③新会員候補者を例会にお招きしたり、個別の面
談、会食を実施
④新会員候補者リストを作成、クラブ会員からの推
薦も多数頂きましたことを感謝申し上げます。

２.下半期活動計画
①下半期新会員１名入会
　磯﨑昭彦さん（2022.1.14入会）
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。
③欠席の続いている会員に声かけをし、例会や奉仕

活動、親睦活動で接点を作りたいと考えている。

ロータリー情報委員会
委員長　鈴木　憲一

１.上半期実績
　入会前のオリエンテーションで新会員候補者に会
員の義務と心がまえ等の説明をしました。
　７月に小島瑞貴会員と大森愛会員のオリエンテー
ションを行いました。12月に新会員候補者の磯﨑昭
彦氏のオリエンテーションを行いました。

２.下半期活動計画
・新会員候補者に入会前に、「今日からロータリア
ン」に基づきオリエンテーションを行う。
・1－3奉仕研究会をサポートし、入会後３年未満の
会員へ継続的なロータリー情報を提供し、在籍４
年以上の会員との親睦、交流、友情を促す。

クラブ管理運営委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績
⑴構成されるクラブ管理運営の各８委員会、委員長
を中心に計画通りに活動されていました。
⑵コロナ禍の状況の中、クラブ奉仕の理念のもと、
楽しい例会づくりとリアルとリモートのハイブ
リッド開催、さらに出席率の底上げ、公共イメー
ジの向上等、それぞれに努力なさっていました。

２.下半期活動計画
⑴構成されるクラブ管理運営の各８委員会が活発に
活動できるよう問題点を共有し、クラブ活動を魅
力あるものにします。
⑵情報集会を２回開催し、各委員会の連携を図り、
楽しいクラブづくりを念頭に、出席率の向上等の
目標を達成できるようにしたいと思います。

出席委員会
委員長　川﨑　英輝

１.上半期実績
　新型コロナウイルスの影響での休会もありました
が、その後Zoomによるリモート例会の実施、例会
再開後はリモートも継続してのハイブリット例会を
実施しましたが、なかなか出席率が伸びず、会長目
標には届きませんでした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない会員にZoomでの参加を促す。
・例会以外の行事への参加や、メークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー（推薦者や関係が
深い会員が同伴し、出席しやすい環境にするetc）。

親睦活動委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績
⑴例会時のビジター･ゲストの受付と紹介、会場運営
委員会と協力してビジター席への案内を行った。
⑵各月に会員の誕生日祝いを準備し、誕生月の会員
には例会への出席及びスピーチの依頼を電話等に
より行った。
⑶会員の方々が関係する慶弔のお手伝い（上半期は
活動無し）。

⑷移動家族例会について企画をするものの、新型コ
ロナウイルスの問題があり中止となった。

２.下半期活動計画
⑴上半期に続き、例会時のビジター･ゲストの受付と
紹介、会場運営委員会と協力してビジター席への
案内を行う。

⑵上半期に続き、各月に会員の誕生日祝いを準備
し、誕生月の会員には例会への出席及びスピーチ
の依頼を電話等により行う。

⑶会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑷新年家族例会の企画。

会場運営委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績
１．例会準備のため集合時間の例会開始45分前を守

れた。
２．会場運営、会場設営の確認等
３．例会食事の極端な無駄を無くす事ができた。
４．ミリオンダラーミールも順調に実施できた。

２.下半期活動計画
１．集合時間例会開始45分前を継続する。
２．会場運営、会場設営の確認等
３．例会食事の極端な無駄を無くす事。
４．ミリオンダラーミールを継続実施。

プログラム委員会
委員長　谷島　孝明

１.上半期実績
＊月間プログラムを作成し、理事会にて承認をいた
だきました。

＊Zoom例会の開催とZoomによるイニシエーション
スピーチを２名の新会員により実施致しました。
＊会員による卓話、会員ご紹介者による卓話、外部
講師による卓話を実施致しました。

＊地区研修会の報告を実施致しました。
＊４名の委員会メンバーで司会進行を実施致しまし
た。

２.下半期活動計画
⑴茨城大学馬渡先生と学生たち：世界に感動を、あ
なたに夢を　　　　　　　　　　〈２月第１例会〉

⑵経済産業省・エネルギー安全保障〈２月第３例会〉
⑶水戸市長　　高橋　靖氏　　　　〈３月第１例会〉
⑷教育関連　　塩畑貴志氏　　　　〈３月第２例会〉
⑸茨城県知事　大井川和彦氏　　　　　〈時期未定〉
　引き続き、月間卓話を多用しつつ魅力ある例会作
りに尽力し、会長方針でもあるロータリーを楽し
もうをモットーに充実した内容のプログラムを作
成して参りたいと思います。

広報委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績
１．茨城新聞社に、「子ども食堂」や水戸プラザホ

テルでの「社会奉仕イベント」の取材を依頼
し、掲載していただいた。

２.下半期活動計画
１．SNSの効果的活用方法を掘り下げたい。
２．FBの「国際ロータリー第2820地区FBグルー

プ」の活用、及び連携について考えたい。

会報委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績
　事業計画の基本方針に則り、クラブの活動がわかり
やすく且つ飽きない紙面づくりに努めて参りました。
⑴通常例会、ガバナー公式訪問
⑵奉仕活動
　おひさま食堂、子供元気プロジェクト、茨城海岸
美化プロジェクト
⑶卓話原稿
⑷クラブ活動
　SRGゴルフ、アウトドアクラブ等
⑸委員会活動
　職業奉仕委員会の癒しフェア等

２.下半期活動計画
　引き続き、毎週の週報を作成して参ります。
　下半期は、再開された1－3奉仕研究会、会員紹
介、各行事、奉仕活動の記事を掲載したいと考えて
おりますので、各委員及び委員長にご協力をお願い
することになるかと思いますが、宜しくお願い申し
上げます。

IT資料委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績
①らくらく連絡網を使い、例会の出欠確認（例会の
お知らせ）をしました。
②らくらく連絡網未登録の方にメールでの出欠確認
（例会のお知らせ）をしました。
③らくらく連絡網未登録の方に利用促進し、登録を
お手伝いしました。

２.下半期活動計画
①ホームページは、公共イメージアップと会員増強
を狙った活用として、当クラブが実施する事業の
内容や奉仕活動の様子を紹介。
②らくらく連絡網は、出席状況の把握やクラブ運営の
連絡等に活用し、出席率のアップなどをサポートす
る。全会員登録、例会出欠の返信率100％を目指す。
③My ROTARYを紹介し、啓蒙を行う。
　My ROTARYの登録を促す。
④Facebookの水戸南ページは、広報委員会と連
携して会員内外にタイムリーな活動状況を報告す
る目的で運用する。
⑤例会実施が難しくなった場合に、オンライン例会
やライブ配信などを検討、実施。
⑥らくらく連絡網の登録、使い方、My ROTARY
の登録などをサポート。

雑誌委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績
１．毎月１回例会において「ロータリーの友」のお

すすめ記事の紹介を雑誌の時間で紹介した。
２．今年度は、「ロータリーの友」の購読を認識して

いただく様に、雑誌の時間を1－3奉仕研究会メ
ンバーの方から発表していただいた。

３．「ロータリーの友」の購読を呼びかけた。
２.下半期活動計画
　「ロータリーの友」に更なる興味をもっていただ
ける様、当クラブでの各委員の活動の様子等を水戸
南ＲＣ発の記事として「ロータリーの友」へ掲載し
たいと思います。
　ご協力よろしくお願いいたします。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ 上半期実績報告・下半期活動計画Ⅰ
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１月誕生日の皆様　おめでとうございます 卓話「職業奉仕月間に因んで」軍司職業
奉仕委員長～ありがとうございました

米山奨学金授与
グェン，ゴック アンさん

磯﨑昭彦新会員
これから宜しくお願い致します

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

幹幹 事事 報報 告告

Vol.49  No21（第2287）－１ 2022年（令和４年）１月21日（金）
職業奉仕月間

会員動静
12月31日付で、櫻井盛二会員が退会しました。
現在の会員数は、80名となります。

磯﨑昭彦会員の所属委員会について
会場運営委員会となります。

大野治夫ガバナーエレクト事務所からのご案内
・地区チーム研修セミナー（DTTS）
日　時：３月20日㈰
場　所：ホテルグランド東雲
出席者：次年度地区役員、地区総括委員長、
　　　　地区委員
・会長エレクト研修セミナー（PETS）
日　時：４月９日㈯・10日㈰
場　所：ホテルグランド東雲
出席者：粂田信行会長エレクト、
　　　　次年度地区役員、地区総括委員長
・地区研修・協議会（DTA）
日　時：４月24日㈰
場　所：ホテル日航つくば
出席者：次年度会長・幹事、会長エレクト、
　　　　副会長及び理事・役員、
　　　　次年度地区役員、地区総括委員長、
　　　　地区委員
＊次年度の関係会員の方々はご予定をお願い致します。

第８回定例理事会が開催されます。
日　時：１月31日㈪　理事会 18:30～19:30
※懇親会は開催しません。
場　所：水戸プラザホテル＋オンライン

次回例会日程
新年家族例会は、コロナ感染拡大により開催しませ
ん。代わりに、食事無しで夜例会を実施し、お食
事、お土産のお持ち帰りに変更します。
日　時：１月28日㈮　18:30～19:00頃
場　所：水戸プラザホテル＋オンライン

１

２

３

４

５

 1. 点鐘・開会 
 2. ロータリーソング〈奉仕の理想〉※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. 米山功労者感謝状伝達

髙野　賢会員（第６回）小川啓子会員（第３回）
 6. 創立50周年記念事業スローガンについて

 井澤卓司創立50周年記念事業実行委員長
 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. クラブ協議会「委員会上半期実績報告・下期活動計画Ⅰ」

会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、
親睦活動、会場運営、プログラム、広報、
会報、IT資料、雑誌

11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

１月第３例会プログラム
2022年１月21日（金）

前週訂正出席率72.73％
（　）は、Zoom81名 48＋（5）名 28名 67.95％１月第２例会（１月14日）

出席状況

【訂正とお詫び】
１月14日週報の磯﨑昭彦新会員名の漢字に誤りが
ございました。訂正し、お詫び申し上げます。
【誤】磯崎明彦新会員　→　【正】磯﨑昭彦新会員

長谷川國雄会員…
篠原　勉会員……

石井浩一会員……
磯﨑昭彦会員……
笹館康男会員……

塩沢富夫会員……

軍司由佳会員……

久保田啓藏会員…

松本隆史会員……
髙野　賢会員……
根本 次会員……

志村　保会員……
大原康宏会員……
米田英雄会員……

粂田信行会員・及川　譲会員・深谷　智会員・久保田規子会員・
上野義哉会員……
菊池秀機会員……

米川幸喜会員……
高柳益美会員……
谷島孝明会員……

岡村太郎会員……

原口一吉会員……

鈴木さちよ会員…

大森　愛会員……

小島瑞貴会員……

石川啓司会員……

その他……………

本年も宜しくお願い致します。
新年おめでとうございます。あと半年、宜しくお願い
します。磯﨑新会員ご入会おめでとうございます。
磯﨑新会員、ようこそ水戸南RCへ！！
本日から入会致します。宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願いします。誕生祝い有難うござ
います。
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い
致します。
本年も宜しくお願いします。磯﨑昭彦新会員ご入
会おめでとうございます。
皆様、明けましておめでとうございます。今年も
宜しくお願い致します。
寒いですね。寒さに負けないように。
新年あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。篠原会長、石井幹
事、下半期も頑張って下さい。
今年も宜しくお願いします。
本日、香港の頑固おやじが新店舗をオープンします。
明けましておめでとうございます。今年も宜しく
お願い致します。

本年も宜しくお願い致します。
本年も宜しくお願いします。お誕生日の方々、ご
入会の磯﨑新会員、おめでとうございます。
磯﨑新会員のご入会を祝して。
明けましておめでとうございます。
皆様、今年も宜しくお願いします！磯﨑新会員、
宜しくお願いします。
今年も宜しくお願いします。磯﨑新会員ご入会お
めでとうございます！
仲間の皆様の元気な姿を見れて感謝です。今年も
宜しくお願い致します。
新年を迎えられましたことにお慶びを申し上げま
す。今年も宜しくお願いします。
本年も宜しくお願い致します。１月お誕生日の皆
様おめでとうございます。
１月お誕生日の皆様おめでとうございます。本年
も宜しくお願い致します。
大阪のクリニック火災事故の影響で県内の消防局
も国土交通省も蜂の巣をつついたような騒ぎで、
様々な調整をしております。
１件

■会員メークアップ
１/12　水戸西RC　　　　　 大金　誠
１/13　北海道2500REC　　野口英壽

■ニコニコBOX（１月14日（金）扱）

■米山BOX（１月14日（金）扱）
篠原　勉会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計590,000円）
宇留野秀一会員…米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計200,000円）

■財団BOX（１月14日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第２回）

$100　11,500円（累計$18,200）
井澤卓司会員……財団の友献金 ポリオプラス（第10回）

$100　11,500円（累計 $8,000）
久保田規子会員…財団の友献金 ポリオプラス（第５回）

$100　11,500円（累計 $1,500）

この計　　　２件　　　20,000円

この計　　　３件　　　$300　　　34,500円

この計　　　30件　　　95,000円

米山奨学生　グェン，ゴック アン さん■ゲスト
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１月第２例会　１月14日（金）

■2021年７月～12月の出席100％会員は下記の方々です。
赤岩賢二　　深谷　智　　二川隆司　　軍司由佳　　原口一吉
長谷川國雄　　人見光一　　石井浩一　　石川啓司　　井澤卓司
兼子充裕　　川﨑英輝　　川﨑紀子　　金原和美　　小泉正史
小路　實　　久保田啓藏　　久保田規子　　粂田信行　　桑名武之
根本直哉　　根本 次　　野口英壽　　大金　誠　　小川啓子
及川　譲　　岡村太郎　　太田聖史　　笹館康男　　志村　保
篠原　勉　　鈴木憲一　　鈴木さちよ　　鈴木由紀子　　上野義哉
宇留野秀一　　谷島孝明　　米川幸喜　　　　　　（計38名）

◎メークアップ期間は、年度内（2022年６月30日迄）ですので、それまでにお願い致しま
す。メークアップ数については、川﨑（英）出席委員長又は、事務局迄、お尋ね下さい。

日　時　2022年１月14日㈮　12:15～
場　所　水戸プラザホテル　水戸市千波町2078-1
出席者　役　　員　篠原　勉　　石川啓司　　石井浩一

　　　　　原口一吉　　志村　保
理　　事　軍司由佳　　及川　譲　　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櫻井盛二会員退会について 〈承　認〉
②新年家族例会開催可否について 〈承　認〉
・会長、幹事、親睦活動委員長に一任とする。

保留事項　特になし

2021-22年度 第３回臨時理事会 議事録


