
記念品贈呈　篠原会長とグェン,ゴック アンさん２・３月の誕生日の皆さん

水戸南
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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　 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

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

週 報
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母子の健康月間

 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. マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン伝達

 宇留野秀一会員（第１回）
 6. 雑誌の時間「ロータリーの友４月号」 雑誌委員会
 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. 卓話「ポリオワクチン投与・インド紀行を振り返って…」

 石川啓司会員、篠原　勉会長
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

４月第２例会プログラム
2022年４月８日（金）

2022年度米山記念奨学会オリエンテーションが開催されます。
日　時：４月17日㈰　10:00～16:00予定（受付 9:30）
場　所：ホテルグランド東雲

つくば市小野崎488-1　TEL.029-856-2211
出席者：高柳益美米山カウンセラー

山下真悟次年度米山記念奨学会委員長
米山奨学生　アップワ ワドゥ メストリ デ シルバ オシニ リドミカさん

水戸市内6RC親睦野球大会が開催されます。
日　時：４月17日㈰

集合 8:00　開会式 8:20（応援の方は10:20）
〈第２試合〉VS水戸東 10:20～
〈第３試合〉VS水戸さくら 12:40～

場　所：元石川市民運動場
（前回と場所が違いますのでご注意ください）

※小雨決行（雨天中止の場合は前日に決定しご連絡します）
※メークアップ扱いになります。奮ってご参加ください。
水戸南RC創立50周年記念式典実行委員会が開催さ
れます。
日　時：４月20日㈬　18:30～
場　所：中川楼　水戸市泉町3-5-6　TEL.231-3318
出席者：各実行委員会の委員長又は副委員長
1－3奉仕研究会が開催されます。
日　時：４月20日㈬　19:00～

　Ⅰ部勉強会 19:00～19:30
　Ⅱ部懇親会 19:30～

場　所：ときわ邸M-GARDEN  
水戸市常磐町1-2-45　TEL.350-3680

次回例会日程
水戸さくらRCとの合同例会
日　時：４月11日㈪　18:30～
場　所：水戸京成ホテル　TEL.226-3111
※４月15日㈮は11日㈪水戸さくらとの合同例会に
変更です。お間違え無きようお願い致します。
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８幹幹 事事 報報 告告
４月のロータリーレート
１ドル＝122円
会長エレクト研修セミナー（PETS）が開催されます。
日　時：４月９日㈯～10日㈰
場　所：ホテルグランド東雲　つくば市小野崎488-1　TEL.029-856-2211
出席者：粂田信行会長エレクト
地区大会記念ゴルフ大会が開催されます。
日　時：４月14日㈭　登録開始 6:30／OUT・IN同時スタート 7:30 
場　所：下館ゴルフ倶楽部　筑西市茂田1858-10　TEL:0296-20-1111
参加者（順不同・敬称略）　　　　　　　　　　　　（12名）
篠原、久保田（啓）、石井、谷島、松本、鈴木（憲）、廣澤、米田、
岡村、中庭、磯﨑、米川
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３月第４例会　３月25日（金）

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

日　時　2022年４月４日㈪　18:30～19:30
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　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　宇留野秀一　岡村太郎　谷島孝明
　　　　　川﨑英輝　人見光一

議事・決議事項
①４・５月プログラムについて 〈一部修正の上、承認〉
②水戸さくらRCとの合同例会会費について 〈承　認〉
　・今年度に限り、クラブ負担を５千円、個人負担を５千円とする。
③IM戻り金（クラブ負担金の一部）について 〈承　認〉
・クラブ負担金IM戻り金 204,779円は、ニコニコBOXへ組み入れ奉仕活動費に充当。
④水戸プラザホテル様への支援について 〈承　認〉
・水戸プラザホテルの商品券￥5,000を全会員に配る。

⑤職場訪問（５月27日）について 〈承　認〉
・水戸市下入野健康増進センターへの職場訪問実施。
（社会奉仕・職業奉仕委員会合同）

⑥水戸南RC杯ミニバスケットボール大会について 〈確　認〉
・５月５日㈭開催予定、ロボッツ弦巻選手の参加調整を行う。

⑦シニア会員素案について 〈確　認〉
・シニア会員素案の趣旨説明を行い、継続審議。
⑧例会休会条件見直しrev2について 〈承　認〉
・今年度に限り「水戸南RC会員自身が陽性となった時は、リアル例会を
10日間休会とする。但し、オンライン例会は継続する」の項目を削除。

保留事項
　・シニア会員素案を継続審議とする。
次回定例理事会
１．日　時　2022年５月９日㈪　理事会 18:30～ 
２．場　所　水戸プラザホテル

2021-22年度 第10回定例理事会 議事録

米山奨学生　グエン，ゴック アン さん
■ゲスト

長谷川國雄会員…

篠原　勉会員……
廣澤一浩会員……
兼子充裕会員……

石川啓司会員……
久保田規子会員…
録田幸裕会員……
久保田啓藏会員…

塩沢富夫会員……
根本祐次会員……
大原康宏会員……
米田英雄会員・小泉正史会員・人見光一会員
　　　　　　……
深谷　智会員……

粂田信行会員……

奈良早苗会員……
岡村太郎会員……

宇留野秀一会員…

川﨑英輝会員……
上野義哉会員……
原口一吉会員……
大森　愛会員……
小島瑞貴会員……
鈴木さちよ会員…

■ニコニコBOX（３月25日（金）扱）
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前週訂正出席率61.11％
（　）は、Zoom79名 46＋（5）名 28名 68.00％３月第４例会（３月25日）

出席状況

今日はZoomではなく、久し振りに皆様にお会い
できました。
皆様お久し振りです。リアル例会万歳。
お久し振りです。
会員の皆様におかれましては、父の葬儀にご会葬
頂きまして有難うございました。帳場のお手伝い
を頂き、誠に有難うございました。
皆様に久し振りにお会い出来て嬉しいです。
お久し振りです。皆様お元気ですか？
お久し振りです。改めて宜しくお願いします。
皆様お元気ですか？コロナ禍がまだ続くようです
ので健康を含めてご注意して下さい。
皆様お久し振りです。
コロナ禍が早く収束すると良いですね。
春よ来い。早く来い。

お久し振りです。
リモート例会は篠原会長、石井幹事はじめ、皆様
ご苦労様でした。リアル例会楽しみましょうね。
やっと蔓延防止等重点措置が解除になり、リアル
例会が再開できて嬉しいです。
アン、ご卒業おめでとう。また会いましょうね。
次男が無事に卒園し、４月から一年生になります。
子供達のためにも平和な世界を願っています。
皆様お久し振りです。娘の大学が決まって一安心
です。
皆様お久し振りです。
お久し振りです。また宜しくお願いします。
ウィズ コロナでお願いします。
皆様に久々にお会い出来て光栄です。
久し振りの例会が楽しみです。
久し振りの例会嬉しいですね。

この計　　　 25件　　　 91,000円
３月計　　　 25件　　　 91,000円
累　計　　　325件　　　1,078,000円

■米山BOX（３月25日（金）扱）
笹館康男会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計800,000円）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計780,000円）
篠原　勉会員……米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計600,000円）
志村　保会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計450,000円）
深谷　智会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計330,000円）
北原　実会員……米山功労者献金（第１・２回）

20,000円（累計320,000円）
小泉正史会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計160,000円）
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）

この計　　　８件　　　90,000円

■財団BOX（３月25日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第３～５回）

$300　34,800円（累計$18,500）
粂田信行会員……財団の友献金（第６回）

$100　11,600円（累計 $6,600）
深谷　智会員……財団の友献金（第４回）

$100　11,600円（累計 $4,400）
兼子充裕会員……メモリアル・コントリビューター（父 邦夫の為に）

財団の友献金（第３回）
$100　11,600円（累計 $4,300）

北原　実会員……財団の友献金（第９・10回）
$200　23,200円（累計 $4,000）

赤岩賢二会員……財団の友献金（第６回）
$100　11,600円（累計 $3,600）

菊池秀機会員……財団の友献金（第６回）
$100　11,600円（累計 $3,600）

小泉正史会員……財団の友献金（第８回）
$100　11,600円（累計 $1,800）

廣澤一浩会員……財団の友献金（第２回）
$100　11,600円（累計 $200）

石井浩一会員……ベネファクター献金（第５～８回）
$400　46,400円（累計 $800）

月例献金（３月分）…1,172円

この計　　　11件　　　$1,600外　　　186,772円

■財団BOX（１月７日（金）扱）
宇留野秀一会員……財団の友献金（第10回）

$100　11,500円（累計$2,000）


