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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
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●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
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職業奉仕月間

第３分区IM（インターシティ・ミーティング）の
最終案内です。
日　時：２月５日㈯

受付 12:30　開会 13:00　閉会 16:00（予定）
場　所：水戸京成ホテル2F「瑠璃の間」

水戸市三の丸1-4-73　TEL.226-3111
出席者：会長、幹事のみに変更
※懇親会等は中止、当日の内容は撮影したものを各
クラブにDVDで配布予定。

会員の動向について
川﨑紀子会員が、社会福祉法人 栄寿会 理事長に就
任されました。

次回例会日程
まん延防止等重点措置が適用されましたので、リア
ル例会は止めますが、Zoomでのオンライン例会は
継続します。
日　時：２月４日㈮　12:30～13:30
場　所：オンライン

１

２

３

 1. 点鐘・開会 
 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
 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. 会務報告（出席状況報告　その他）
 6. 幹事報告
 7. クラブ協議会「委員会上半期実績報告・下期活動計画Ⅱ」

会報、IT資料、社会奉仕、青少年奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

 8. ロータリーソング
 9. 点鐘・閉会

１月第４例会プログラム
2022年１月28日（金） ー休会ー

前週訂正出席率71.79％
（　）は、Zoom80名 46＋（1）名 33名 61.84％１月第３例会（１月21日）

出席状況

横須賀満夫会員（水戸RC）
　　　　　　……
粂田信行会員……

島根昌明会員……
川澄千亜紀会員…

宇留野秀一会員…

原口一吉会員……
鈴木さちよ会員…

石川啓司会員……

人見光一会員……

今年も宜しくお願いします。
一日も早く、新型コロナウィルス感染が終息しま
すように！！
櫻井会員の退会は残念です。
今年初めての例会出席です。今年も宜しくお願い
します。
新年家族例会が出来ずに残念ですが、皆様、お身
体を大切に。
くれぐれも「風邪」など、ひかないで下さい。
寒い日が続いておりますので、皆様ご自愛下さ
い。
今週末、スキー場のゲレンデに行くと今月は皆勤
賞です。下手なスキーで浮世のうさ晴らしです。
寒い日が続きますが、健康に気をつけましょう。

■会員メークアップ
１/19　水戸西RC　　大金　誠

■ニコニコBOX（１月21日（金）扱）

水戸RC　横須賀満夫会員■ビジター

■米山BOX（１月21日（金）扱）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計660,000円）
石井浩一会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計210,000円）

■財団BOX（１月21日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金（第１回）

$100　11,500円（累計$14,100）
篠原　勉会員……財団の友献金 ポリオプラス（第７回）

$100　11,500円（累計 $7,700）
粂田信行会員……財団の友献金（第５回）

$100　11,500円（累計 $6,500）
志村　保会員……財団の友献金 ポリオプラス（第８回）

$100　11,500円（累計 $4,800）
小川啓子会員……財団の友献金（第１回）

$100　11,500円（累計 $4,100）
高柳益美会員……財団の友献金 ポリオプラス（第10回）

$100　11,500円（累計 $3,000）
月例献金（１月分）…1,065円

この計　　　２件　　　20,000円

この計　　　7件　　　$600外　　　70,065円

この計　　　 9件　　　 25,000円
１月計　　　 39件　　　120,000円
累　計　　　300件　　　987,000円
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１月第３例会　１月21日（金）

クラブ協議会
「上半期事業実績報告・
下半期事業活動計画Ⅰ」

１月22日㈯
おひさま食堂
開催！



奉仕プロジェクト委員会
委員長　志村　　保

１.上半期実績
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉妹・友
好クラブ交流の各委員会がそれぞれの趣旨に従って、
奉仕活動を円滑に実施できるように活動しました。

２.下半期活動計画
　各委員会の事業計画に基づいた活動を一緒に実践
していきます。

職業奉仕委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示しました。

②例年の職場訪問でしたが今年度はコロナ禍という
こともあり、外部環境の変化から、実施を見送り
ました。今期は、緊急事態宣言が明けた10月３日
に、地域社会への奉仕活動として、会員企業の職
業を通じ、新会員と会員ご家族とのコミュニケー
ションの場として、水戸プラザホテルにて、「癒し
フェア」を行い「奉仕の理想」を実践しました。

２.下半期活動計画
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示します。

②コロナ明けには、広報委員会と連携して、会員企
業の職場見学をしていきます。

③職業奉仕月間には、11月23日に行われました地
区職業奉仕セミナーの内容について、職業奉仕を
学ぶ例会を実施しました。

社会奉仕委員会
委員長　根本　直哉

１.上半期実績
・今年度の地区全体の奉仕事業である、「茨城海岸美
化プロジェクト」に参加し、地域への奉仕活動を
行った。

・継続事業として、おひさま食堂をボランティアの
方々と月１回行い、そこから派生した事業、「夏休
み子供元気プロジェクト」、「冬休み子供元気プロ
ジェクト」にて、食材や衣類の提供を行った。

２.下半期活動計画
・地区補助金を使った事業、水戸市の健康増進施設
へのデジタルサイネージの設置を行う。

・引き続き、おひさま食堂をプロジェクトチームと
ともに行っていく。

青少年奉仕委員会
委員長　桑名　武之

１.上半期実績
・ミニバスケットボール連盟の小沼氏との引継ぎ及
び打ち合わせの実施。
・コロナ禍での開催に伴うガイドライン確認作業実
施。
・オクトンにトロフィー、メダル等の発注連絡。

２.下半期活動計画
・開催予定の２月23日の水戸南RC杯中央地区ミニ
バスケットボール大会準備。
・大会へのゲスト招致（ロボッツ鶴明選手）。
・ゲストへの謝礼の金額を決定する。

国際奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績
・中古消防自動車贈呈プロジェクト in フィリピンの
実施
　　水戸市消防局が管理する市消防団より、耐用年
数を超えた消防自動車２台を整備し、フィリピン
に送る。
　　このプロジェクトには、「この指とまれ」プロ
ジェクト賛助金を地区の14クラブから、合計20
万円の支援を頂いた。
・「この指とまれ」プロジェクトに対して、地区７ク
ラブのプロジェクトに賛助金として支援を行っ
た。

２.下半期活動計画
　フィリピンでの中古消防自動車贈呈式への参加・
実施を検討する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　佐藤　昌樹

１.上半期実績
　コロナ禍の状況から予測はしておりましたが、残
念ながら、姉妹・友好クラブとの交流が出来ません
でした。

２.下半期活動計画
　コロナ禍の状況はまだまだ続きそうですので、直
接訪問等は諦めて、下半期に関してはWEBでの交流
を行う予定です。

ロータリー財団委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績
・上半期寄付状況
　年次基金9,600ドル、ポリオプラス300ドル、恒
久基金400ドル、合計10,300ドルの寄付を頂き
ました。
・１人当たりの年次基金寄付額は121.52ドルで目
標の130ドルにあと少しですが、ポリオプラスは
目標に達していません。寄付を頂いた方の割合は
55％であり、より広く皆様にご協力いただければ
と思います。
・７月の地区社会奉仕・ロータリー財団合同研究会に
参加し（Zoom）、クラブ内に情報をお伝えしました。
・地区茨城海岸美化プロジェクトに参加を呼びか
け、地区補助金事業の成功に貢献しました。
・11月のロータリー財団月間には、黒木雅宏地区グ
ローバル補助金担当委員をお招きして卓話をいた
だき、会員の財団への理解を深めました。また、
寄付受付に財団補助金事業のポスターを掲示し、
会員の意識喚起を行いました。
・その他会務報告の際に、財団の活動情報をお伝え
しました。

２.下半期活動計画
・１人当たりの年次基金寄付額を、昨年の地区平均
157ドル（当クラブ151ドル）以上を目標にし
て、呼びかけを行っていきます。
・引き続き、会務報告等でロータリー活動の周知を
図っていきます。特に、財団補助金事業の成果等
をクラブ内でアナウンスし、ロータリー財団活動
による協働意識を高めていきます。
・公共イメージ向上のために、広報委員会・IT資料
委員会と連携して、クラブの財団奉仕活動につい
てPRを行います。

米山記念奨学委員会
委員長　金原　和美

１.上半期実績
寄付支援目標　　　1,975,000円
上半期終了時点　　1,007,500円
（特別寄付 810,000円・普通寄付 197,500円）
目標達成まで　　　　967,500円
達成率　　　　　　　 51％
　米山奨学生グェン，ゴック アンさんの卓話、筑波山
美化活動、日本文化体験研修、茨城海岸美化プロジェ
クト等の奉仕活動に積極的に参加していただいた。

２.下半期活動計画
　事業の使命、日本と世界とを結ぶ「架け橋」と

なって、国際社会で活躍するロータリー活動の理解
者であり、日本で学問と文化を学び、平和と国際理
解を図る人材育成に寄与する。
　この使命を再度、会員に理解していただき、全会
員が支援者となる活動を推進していきたい。

ニコニコBOX委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績
・目標達成のため、受付窓口にて寄付の声掛けをし
ました。
・出来るだけメッセージの読み上げをして、各会員
の皆様に興味を持っていただける様にしました。
　上半期寄付実績
　　1,262,000円　目標達成率 53％

２.下半期活動計画
・上半期は年会費395,000円（＠5,000×79名）
がありましたが、下半期はその分窓口活動を中心
に、会員の皆様に奉仕活動の重要な資金である事
をご理解いただき、委員会全員で目標達成に向け
て頑張っていこうと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ
会計の健全財政を図った。

２.下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面
で円滑に行えるように努める。
②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営のため、予算配分・支払の均
衡を各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした
厳正な支払いを行う。
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奉仕プロジェクト委員会
委員長　志村　　保

１.上半期実績
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉妹・友
好クラブ交流の各委員会がそれぞれの趣旨に従って、
奉仕活動を円滑に実施できるように活動しました。

２.下半期活動計画
　各委員会の事業計画に基づいた活動を一緒に実践
していきます。

職業奉仕委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示しました。

②例年の職場訪問でしたが今年度はコロナ禍という
こともあり、外部環境の変化から、実施を見送り
ました。今期は、緊急事態宣言が明けた10月３日
に、地域社会への奉仕活動として、会員企業の職
業を通じ、新会員と会員ご家族とのコミュニケー
ションの場として、水戸プラザホテルにて、「癒し
フェア」を行い「奉仕の理想」を実践しました。

２.下半期活動計画
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示します。

②コロナ明けには、広報委員会と連携して、会員企
業の職場見学をしていきます。

③職業奉仕月間には、11月23日に行われました地
区職業奉仕セミナーの内容について、職業奉仕を
学ぶ例会を実施しました。

社会奉仕委員会
委員長　根本　直哉

１.上半期実績
・今年度の地区全体の奉仕事業である、「茨城海岸美
化プロジェクト」に参加し、地域への奉仕活動を
行った。

・継続事業として、おひさま食堂をボランティアの
方々と月１回行い、そこから派生した事業、「夏休
み子供元気プロジェクト」、「冬休み子供元気プロ
ジェクト」にて、食材や衣類の提供を行った。

２.下半期活動計画
・地区補助金を使った事業、水戸市の健康増進施設
へのデジタルサイネージの設置を行う。

・引き続き、おひさま食堂をプロジェクトチームと
ともに行っていく。

青少年奉仕委員会
委員長　桑名　武之

１.上半期実績
・ミニバスケットボール連盟の小沼氏との引継ぎ及
び打ち合わせの実施。
・コロナ禍での開催に伴うガイドライン確認作業実
施。
・オクトンにトロフィー、メダル等の発注連絡。

２.下半期活動計画
・開催予定の２月23日の水戸南RC杯中央地区ミニ
バスケットボール大会準備。
・大会へのゲスト招致（ロボッツ鶴明選手）。
・ゲストへの謝礼の金額を決定する。

国際奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績
・中古消防自動車贈呈プロジェクト in フィリピンの
実施
　　水戸市消防局が管理する市消防団より、耐用年
数を超えた消防自動車２台を整備し、フィリピン
に送る。
　　このプロジェクトには、「この指とまれ」プロ
ジェクト賛助金を地区の14クラブから、合計20
万円の支援を頂いた。
・「この指とまれ」プロジェクトに対して、地区７ク
ラブのプロジェクトに賛助金として支援を行っ
た。

２.下半期活動計画
　フィリピンでの中古消防自動車贈呈式への参加・
実施を検討する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　佐藤　昌樹

１.上半期実績
　コロナ禍の状況から予測はしておりましたが、残
念ながら、姉妹・友好クラブとの交流が出来ません
でした。

２.下半期活動計画
　コロナ禍の状況はまだまだ続きそうですので、直
接訪問等は諦めて、下半期に関してはWEBでの交流
を行う予定です。

ロータリー財団委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績
・上半期寄付状況
　年次基金9,600ドル、ポリオプラス300ドル、恒
久基金400ドル、合計10,300ドルの寄付を頂き
ました。
・１人当たりの年次基金寄付額は121.52ドルで目
標の130ドルにあと少しですが、ポリオプラスは
目標に達していません。寄付を頂いた方の割合は
55％であり、より広く皆様にご協力いただければ
と思います。
・７月の地区社会奉仕・ロータリー財団合同研究会に
参加し（Zoom）、クラブ内に情報をお伝えしました。
・地区茨城海岸美化プロジェクトに参加を呼びか
け、地区補助金事業の成功に貢献しました。
・11月のロータリー財団月間には、黒木雅宏地区グ
ローバル補助金担当委員をお招きして卓話をいた
だき、会員の財団への理解を深めました。また、
寄付受付に財団補助金事業のポスターを掲示し、
会員の意識喚起を行いました。
・その他会務報告の際に、財団の活動情報をお伝え
しました。

２.下半期活動計画
・１人当たりの年次基金寄付額を、昨年の地区平均
157ドル（当クラブ151ドル）以上を目標にし
て、呼びかけを行っていきます。
・引き続き、会務報告等でロータリー活動の周知を
図っていきます。特に、財団補助金事業の成果等
をクラブ内でアナウンスし、ロータリー財団活動
による協働意識を高めていきます。
・公共イメージ向上のために、広報委員会・IT資料
委員会と連携して、クラブの財団奉仕活動につい
てPRを行います。

米山記念奨学委員会
委員長　金原　和美

１.上半期実績
寄付支援目標　　　1,975,000円
上半期終了時点　　1,007,500円
（特別寄付 810,000円・普通寄付 197,500円）
目標達成まで　　　　967,500円
達成率　　　　　　　 51％
　米山奨学生グェン，ゴック アンさんの卓話、筑波山
美化活動、日本文化体験研修、茨城海岸美化プロジェ
クト等の奉仕活動に積極的に参加していただいた。

２.下半期活動計画
　事業の使命、日本と世界とを結ぶ「架け橋」と

なって、国際社会で活躍するロータリー活動の理解
者であり、日本で学問と文化を学び、平和と国際理
解を図る人材育成に寄与する。
　この使命を再度、会員に理解していただき、全会
員が支援者となる活動を推進していきたい。

ニコニコBOX委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績
・目標達成のため、受付窓口にて寄付の声掛けをし
ました。
・出来るだけメッセージの読み上げをして、各会員
の皆様に興味を持っていただける様にしました。
　上半期寄付実績
　　1,262,000円　目標達成率 53％

２.下半期活動計画
・上半期は年会費395,000円（＠5,000×79名）
がありましたが、下半期はその分窓口活動を中心
に、会員の皆様に奉仕活動の重要な資金である事
をご理解いただき、委員会全員で目標達成に向け
て頑張っていこうと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ
会計の健全財政を図った。

２.下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面
で円滑に行えるように努める。
②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営のため、予算配分・支払の均
衡を各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした
厳正な支払いを行う。
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奉仕プロジェクト委員会
委員長　志村　　保

１.上半期実績
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉妹・友
好クラブ交流の各委員会がそれぞれの趣旨に従って、
奉仕活動を円滑に実施できるように活動しました。

２.下半期活動計画
　各委員会の事業計画に基づいた活動を一緒に実践
していきます。

職業奉仕委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示しました。
②例年の職場訪問でしたが今年度はコロナ禍という
こともあり、外部環境の変化から、実施を見送り
ました。今期は、緊急事態宣言が明けた10月３日
に、地域社会への奉仕活動として、会員企業の職
業を通じ、新会員と会員ご家族とのコミュニケー
ションの場として、水戸プラザホテルにて、「癒し
フェア」を行い「奉仕の理想」を実践しました。

２.下半期活動計画
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示します。
②コロナ明けには、広報委員会と連携して、会員企
業の職場見学をしていきます。
③職業奉仕月間には、11月23日に行われました地
区職業奉仕セミナーの内容について、職業奉仕を
学ぶ例会を実施しました。

社会奉仕委員会
委員長　根本　直哉

１.上半期実績
・今年度の地区全体の奉仕事業である、「茨城海岸美
化プロジェクト」に参加し、地域への奉仕活動を
行った。
・継続事業として、おひさま食堂をボランティアの
方々と月１回行い、そこから派生した事業、「夏休
み子供元気プロジェクト」、「冬休み子供元気プロ
ジェクト」にて、食材や衣類の提供を行った。

２.下半期活動計画
・地区補助金を使った事業、水戸市の健康増進施設
へのデジタルサイネージの設置を行う。
・引き続き、おひさま食堂をプロジェクトチームと
ともに行っていく。

青少年奉仕委員会
委員長　桑名　武之

１.上半期実績
・ミニバスケットボール連盟の小沼氏との引継ぎ及
び打ち合わせの実施。
・コロナ禍での開催に伴うガイドライン確認作業実
施。
・オクトンにトロフィー、メダル等の発注連絡。

２.下半期活動計画
・開催予定の２月23日の水戸南RC杯中央地区ミニ
バスケットボール大会準備。
・大会へのゲスト招致（ロボッツ鶴明選手）。
・ゲストへの謝礼の金額を決定する。

国際奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績
・中古消防自動車贈呈プロジェクト in フィリピンの
実施
　　水戸市消防局が管理する市消防団より、耐用年
数を超えた消防自動車２台を整備し、フィリピン
に送る。
　　このプロジェクトには、「この指とまれ」プロ
ジェクト賛助金を地区の14クラブから、合計20
万円の支援を頂いた。
・「この指とまれ」プロジェクトに対して、地区７ク
ラブのプロジェクトに賛助金として支援を行っ
た。

２.下半期活動計画
　フィリピンでの中古消防自動車贈呈式への参加・
実施を検討する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　佐藤　昌樹

１.上半期実績
　コロナ禍の状況から予測はしておりましたが、残
念ながら、姉妹・友好クラブとの交流が出来ません
でした。

２.下半期活動計画
　コロナ禍の状況はまだまだ続きそうですので、直
接訪問等は諦めて、下半期に関してはWEBでの交流
を行う予定です。

ロータリー財団委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績
・上半期寄付状況
　年次基金9,600ドル、ポリオプラス300ドル、恒
久基金400ドル、合計10,300ドルの寄付を頂き
ました。

・１人当たりの年次基金寄付額は121.52ドルで目
標の130ドルにあと少しですが、ポリオプラスは
目標に達していません。寄付を頂いた方の割合は
55％であり、より広く皆様にご協力いただければ
と思います。

・７月の地区社会奉仕・ロータリー財団合同研究会に
参加し（Zoom）、クラブ内に情報をお伝えしました。

・地区茨城海岸美化プロジェクトに参加を呼びか
け、地区補助金事業の成功に貢献しました。

・11月のロータリー財団月間には、黒木雅宏地区グ
ローバル補助金担当委員をお招きして卓話をいた
だき、会員の財団への理解を深めました。また、
寄付受付に財団補助金事業のポスターを掲示し、
会員の意識喚起を行いました。

・その他会務報告の際に、財団の活動情報をお伝え
しました。

２.下半期活動計画
・１人当たりの年次基金寄付額を、昨年の地区平均
157ドル（当クラブ151ドル）以上を目標にし
て、呼びかけを行っていきます。

・引き続き、会務報告等でロータリー活動の周知を
図っていきます。特に、財団補助金事業の成果等
をクラブ内でアナウンスし、ロータリー財団活動
による協働意識を高めていきます。

・公共イメージ向上のために、広報委員会・IT資料
委員会と連携して、クラブの財団奉仕活動につい
てPRを行います。

米山記念奨学委員会
委員長　金原　和美

１.上半期実績
寄付支援目標　　　1,975,000円
上半期終了時点　　1,007,500円
（特別寄付 810,000円・普通寄付 197,500円）
目標達成まで　　　　967,500円
達成率　　　　　　　 51％
　米山奨学生グェン，ゴック アンさんの卓話、筑波山
美化活動、日本文化体験研修、茨城海岸美化プロジェ
クト等の奉仕活動に積極的に参加していただいた。

２.下半期活動計画
　事業の使命、日本と世界とを結ぶ「架け橋」と

なって、国際社会で活躍するロータリー活動の理解
者であり、日本で学問と文化を学び、平和と国際理
解を図る人材育成に寄与する。
　この使命を再度、会員に理解していただき、全会
員が支援者となる活動を推進していきたい。

ニコニコBOX委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績
・目標達成のため、受付窓口にて寄付の声掛けをし
ました。
・出来るだけメッセージの読み上げをして、各会員
の皆様に興味を持っていただける様にしました。
　上半期寄付実績
　　1,262,000円　目標達成率 53％

２.下半期活動計画
・上半期は年会費395,000円（＠5,000×79名）
がありましたが、下半期はその分窓口活動を中心
に、会員の皆様に奉仕活動の重要な資金である事
をご理解いただき、委員会全員で目標達成に向け
て頑張っていこうと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ
会計の健全財政を図った。

２.下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面
で円滑に行えるように努める。
②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営のため、予算配分・支払の均
衡を各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした
厳正な支払いを行う。
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奉仕プロジェクト委員会
委員長　志村　　保

１.上半期実績
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕、姉妹・友
好クラブ交流の各委員会がそれぞれの趣旨に従って、
奉仕活動を円滑に実施できるように活動しました。

２.下半期活動計画
　各委員会の事業計画に基づいた活動を一緒に実践
していきます。

職業奉仕委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示しました。
②例年の職場訪問でしたが今年度はコロナ禍という
こともあり、外部環境の変化から、実施を見送り
ました。今期は、緊急事態宣言が明けた10月３日
に、地域社会への奉仕活動として、会員企業の職
業を通じ、新会員と会員ご家族とのコミュニケー
ションの場として、水戸プラザホテルにて、「癒し
フェア」を行い「奉仕の理想」を実践しました。

２.下半期活動計画
①職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示します。
②コロナ明けには、広報委員会と連携して、会員企
業の職場見学をしていきます。
③職業奉仕月間には、11月23日に行われました地
区職業奉仕セミナーの内容について、職業奉仕を
学ぶ例会を実施しました。

社会奉仕委員会
委員長　根本　直哉

１.上半期実績
・今年度の地区全体の奉仕事業である、「茨城海岸美
化プロジェクト」に参加し、地域への奉仕活動を
行った。
・継続事業として、おひさま食堂をボランティアの
方々と月１回行い、そこから派生した事業、「夏休
み子供元気プロジェクト」、「冬休み子供元気プロ
ジェクト」にて、食材や衣類の提供を行った。

２.下半期活動計画
・地区補助金を使った事業、水戸市の健康増進施設
へのデジタルサイネージの設置を行う。
・引き続き、おひさま食堂をプロジェクトチームと
ともに行っていく。

青少年奉仕委員会
委員長　桑名　武之

１.上半期実績
・ミニバスケットボール連盟の小沼氏との引継ぎ及
び打ち合わせの実施。
・コロナ禍での開催に伴うガイドライン確認作業実
施。
・オクトンにトロフィー、メダル等の発注連絡。

２.下半期活動計画
・開催予定の２月23日の水戸南RC杯中央地区ミニ
バスケットボール大会準備。
・大会へのゲスト招致（ロボッツ鶴明選手）。
・ゲストへの謝礼の金額を決定する。

国際奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績
・中古消防自動車贈呈プロジェクト in フィリピンの
実施
　　水戸市消防局が管理する市消防団より、耐用年
数を超えた消防自動車２台を整備し、フィリピン
に送る。
　　このプロジェクトには、「この指とまれ」プロ
ジェクト賛助金を地区の14クラブから、合計20
万円の支援を頂いた。
・「この指とまれ」プロジェクトに対して、地区７ク
ラブのプロジェクトに賛助金として支援を行っ
た。

２.下半期活動計画
　フィリピンでの中古消防自動車贈呈式への参加・
実施を検討する。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　佐藤　昌樹

１.上半期実績
　コロナ禍の状況から予測はしておりましたが、残
念ながら、姉妹・友好クラブとの交流が出来ません
でした。

２.下半期活動計画
　コロナ禍の状況はまだまだ続きそうですので、直
接訪問等は諦めて、下半期に関してはWEBでの交流
を行う予定です。

ロータリー財団委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績
・上半期寄付状況
　年次基金9,600ドル、ポリオプラス300ドル、恒
久基金400ドル、合計10,300ドルの寄付を頂き
ました。

・１人当たりの年次基金寄付額は121.52ドルで目
標の130ドルにあと少しですが、ポリオプラスは
目標に達していません。寄付を頂いた方の割合は
55％であり、より広く皆様にご協力いただければ
と思います。

・７月の地区社会奉仕・ロータリー財団合同研究会に
参加し（Zoom）、クラブ内に情報をお伝えしました。

・地区茨城海岸美化プロジェクトに参加を呼びか
け、地区補助金事業の成功に貢献しました。

・11月のロータリー財団月間には、黒木雅宏地区グ
ローバル補助金担当委員をお招きして卓話をいた
だき、会員の財団への理解を深めました。また、
寄付受付に財団補助金事業のポスターを掲示し、
会員の意識喚起を行いました。

・その他会務報告の際に、財団の活動情報をお伝え
しました。

２.下半期活動計画
・１人当たりの年次基金寄付額を、昨年の地区平均
157ドル（当クラブ151ドル）以上を目標にし
て、呼びかけを行っていきます。

・引き続き、会務報告等でロータリー活動の周知を
図っていきます。特に、財団補助金事業の成果等
をクラブ内でアナウンスし、ロータリー財団活動
による協働意識を高めていきます。

・公共イメージ向上のために、広報委員会・IT資料
委員会と連携して、クラブの財団奉仕活動につい
てPRを行います。

米山記念奨学委員会
委員長　金原　和美

１.上半期実績
寄付支援目標　　　1,975,000円
上半期終了時点　　1,007,500円
（特別寄付 810,000円・普通寄付 197,500円）
目標達成まで　　　　967,500円
達成率　　　　　　　 51％
　米山奨学生グェン，ゴック アンさんの卓話、筑波山
美化活動、日本文化体験研修、茨城海岸美化プロジェ
クト等の奉仕活動に積極的に参加していただいた。

２.下半期活動計画
　事業の使命、日本と世界とを結ぶ「架け橋」と

なって、国際社会で活躍するロータリー活動の理解
者であり、日本で学問と文化を学び、平和と国際理
解を図る人材育成に寄与する。
　この使命を再度、会員に理解していただき、全会
員が支援者となる活動を推進していきたい。

ニコニコBOX委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績
・目標達成のため、受付窓口にて寄付の声掛けをし
ました。
・出来るだけメッセージの読み上げをして、各会員
の皆様に興味を持っていただける様にしました。
　上半期寄付実績
　　1,262,000円　目標達成率 53％

２.下半期活動計画
・上半期は年会費395,000円（＠5,000×79名）
がありましたが、下半期はその分窓口活動を中心
に、会員の皆様に奉仕活動の重要な資金である事
をご理解いただき、委員会全員で目標達成に向け
て頑張っていこうと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績
　予算に基づいた適正な会計処理を実施し、クラブ
会計の健全財政を図った。

２.下半期活動計画
①会長・幹事と連携を図り、クラブの運営が資金面
で円滑に行えるように努める。
②事務局と連携を図り、支払いを遅滞なく行う。
③効果的なクラブ運営のため、予算配分・支払の均
衡を各委員会に協力依頼し、予算超過をなくした
厳正な支払いを行う。

上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ 上半期実績報告・下半期活動計画Ⅱ
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職業奉仕委員会
軍司委員長

国際奉仕委員会
二川委員長

親睦活動委員会
人見委員長

会場運営委員会
原口委員長

米山功労者感謝状伝達
髙野会員、小川会員

井澤創立50周年記念事業実行委
員長よりスローガンについて

岡村会員より野球部の新年安全必
勝祈願の案内

人見親睦活動委員長より新年家族
例会について

おひさま食堂参加の会員の皆さん

お弁当の準備をする軍司会員とボランティアの皆さん お弁当配布の様子

会員選考委員会
松本委員長

プログラム委員会
谷島委員長

会員増強委員会
岡村委員長

広報委員会
川澄委員長

ロータリー情報委員会
鈴木（憲）委員長

雑誌委員会
米川委員長

クラブ管理運営委員会
石川委員長

奉仕プロジェクト委員会
志村委員長

出席委員会
川﨑（英）委員長

クラブ協議会
司会の篠原会長

会員組織委員会
粂田委員長

職業分類委員会　川﨑（紀）
委員長にかわり石井幹事

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  No22（第2288）－１ 2022年（令和４年）１月28日（金）
職業奉仕月間

第３分区IM（インターシティ・ミーティング）の
最終案内です。
日　時：２月５日㈯

受付 12:30　開会 13:00　閉会 16:00（予定）
場　所：水戸京成ホテル2F「瑠璃の間」

水戸市三の丸1-4-73　TEL.226-3111
出席者：会長、幹事のみに変更
※懇親会等は中止、当日の内容は撮影したものを各
クラブにDVDで配布予定。

会員の動向について
川﨑紀子会員が、社会福祉法人 栄寿会 理事長に就
任されました。

次回例会日程
まん延防止等重点措置が適用されましたので、リア
ル例会は止めますが、Zoomでのオンライン例会は
継続します。
日　時：２月４日㈮　12:30～13:30
場　所：オンライン

１

２

３

 1. 点鐘・開会 
 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
 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. 会務報告（出席状況報告　その他）
 6. 幹事報告
 7. クラブ協議会「委員会上半期実績報告・下期活動計画Ⅱ」

会報、IT資料、社会奉仕、青少年奉仕、
姉妹・友好クラブ交流、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

 8. ロータリーソング
 9. 点鐘・閉会

１月第４例会プログラム
2022年１月28日（金） ー休会ー

前週訂正出席率71.79％
（　）は、Zoom80名 46＋（1）名 33名 61.84％１月第３例会（１月21日）

出席状況

横須賀満夫会員（水戸RC）
　　　　　　……
粂田信行会員……

島根昌明会員……
川澄千亜紀会員…

宇留野秀一会員…

原口一吉会員……
鈴木さちよ会員…

石川啓司会員……

人見光一会員……

今年も宜しくお願いします。
一日も早く、新型コロナウィルス感染が終息しま
すように！！
櫻井会員の退会は残念です。
今年初めての例会出席です。今年も宜しくお願い
します。
新年家族例会が出来ずに残念ですが、皆様、お身
体を大切に。
くれぐれも「風邪」など、ひかないで下さい。
寒い日が続いておりますので、皆様ご自愛下さ
い。
今週末、スキー場のゲレンデに行くと今月は皆勤
賞です。下手なスキーで浮世のうさ晴らしです。
寒い日が続きますが、健康に気をつけましょう。

■会員メークアップ
１/19　水戸西RC　　大金　誠

■ニコニコBOX（１月21日（金）扱）

水戸RC　横須賀満夫会員■ビジター

■米山BOX（１月21日（金）扱）
鈴木憲一会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計660,000円）
石井浩一会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計210,000円）

■財団BOX（１月21日（金）扱）
笹館康男会員……財団の友献金（第１回）

$100　11,500円（累計$14,100）
篠原　勉会員……財団の友献金 ポリオプラス（第７回）

$100　11,500円（累計 $7,700）
粂田信行会員……財団の友献金（第５回）

$100　11,500円（累計 $6,500）
志村　保会員……財団の友献金 ポリオプラス（第８回）

$100　11,500円（累計 $4,800）
小川啓子会員……財団の友献金（第１回）

$100　11,500円（累計 $4,100）
高柳益美会員……財団の友献金 ポリオプラス（第10回）

$100　11,500円（累計 $3,000）
月例献金（１月分）…1,065円

この計　　　２件　　　20,000円

この計　　　7件　　　$600外　　　70,065円

この計　　　 9件　　　 25,000円
１月計　　　 39件　　　120,000円
累　計　　　300件　　　987,000円
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１月第３例会　１月21日（金）

クラブ協議会
「上半期事業実績報告・
下半期事業活動計画Ⅰ」

１月22日㈯
おひさま食堂
開催！


