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幹幹 事事 報報 告告
日　時　2022年５月30日㈪
　　　　理事会 18:30～19:15　懇親会 19:15～21:00
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　　志村　保
理　　事　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
メークアップ　井澤卓司　　録田幸裕    

議事・決議事項
①６月プログラムについて 《承　認》
②水戸南RC杯ミニバスケットボール大会費用負担について 《承　認》
・予算超過分の説明を行い、請求書通り事務処理する。
③予備費の会議費への振り替えについて 《承　認》
・予備費50,000円を会議費に振り替える。理事会後
の懇親会に2,000円／人をクラブ負担する。クラ
ブ負担は今回のみとする。

④水戸南RC定款・細則変更について 《承　認》
・細則第９条「委員会」第２節 公共イメージ委員会、
国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会に改正する。
・細則第16条改正に基づいて、６月３日例会で全会
員へ周知（レターBOX）、６月17日例会のクラブ協
議会出席者2/3以上の賛成で改正とする。

⑤退会者について 《承　認》
・６月30日付で、会員３名（河野正政会員、瀬浪純
恵会員、茅根正人会員）が退会となる。

⑥水戸南RC細則 入会金５万円について 《継続審議》
保留事項
・細則第６条「入会金および会費」第１節　入会金は５万円
とし、……の部分の見直しを次年度理事会に引き継ぐ。

2021-22年度 第12回定例理事会 議事録
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ロータリー親睦活動月間

RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）研修会が開催されます。
日　時：６月11日㈯　登録 8:30～　研修 9:00～17:00
場　所：智学館中等教育学校

水戸市小吹町2092　TEL.212-3311  
出席者：粂田信行会長エレクト
会員基盤向上セミナーが開催されます。
日　時：６月19日㈰　13:00～17:00（登録 12:30～）
場　所：ホテルグランド東雲  （ハイブリッド型）

つくば市小野崎488-1　TEL.029-856-2211
出席者：粂田信行次年度会長、及川　譲次年度幹事

高梨博行次年度会員増強委員長、外地区関係者
水戸南RC創立50周年記念式典第２回実行委員会が開催されました。
出席者（敬称略）　　　　　　　　　　　　 （28名）
井澤、笹館、谷島、鈴木（さ）、米田、志村、金原、小川、
鈴木（憲）、川﨑（紀）、宇留野、二川、篠原、石井、橋本、
川﨑（英）、根本（祐）、大原、川﨑（篤）、原口、小路、
深谷、上野、人見、松本、島根、及川、武田

５月27日㈮ 次年度各委員会の情報集会が開催されました。
〈公共イメージ、会報、IT資料、雑誌委員会合同〉
出席者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（６名）
　粂田、及川、上野、原口、宇留野、笹館
５月28日㈯「おひさま食堂」が開催されました。
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（９名）
原口、石井、中庭、岡村、大森、志村、塩沢、鈴木（憲）、
宇留野

次年度情報集会のお知らせ
〈ロータリー財団、米山記念奨学、ニコニコBOX、

会計、会計監査、会員増強委員会〉
日　時：６月10日㈮　13:30～
場　所：水戸プラザホテル
※例会後実施します。
次回例会日程
日　時：６月10日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル＋オンライン
内　容：クラブ協議会「委員会実績報告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
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 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

 北原　実会員（第３回）
 6. 米山奨学金授与

 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
 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「創立50周年記念事業に向けて」

 　井澤卓司創立50周年記念事業実行委員長
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

６月第１例会プログラム
2022年６月３日（金）

前週訂正出席率73.33％
（　）は、Zoom79名 37＋（0）名 42名 53.62％５月第４例会（５月27日）

出席状況

長谷川國雄会員…

篠原　勉会員……
石井浩一会員……

二川隆司会員……
軍司由佳会員……

大森　愛会員……

久保田啓藏会員・粂田信行会員
　　　　　　……
北原　実会員……
米川幸喜会員……

宇留野秀一会員…
久保田規子会員…

原口一吉会員……
山下真悟会員……

石川啓司会員……

中庭浩実会員……
鈴木由紀子会員…

下入野健康増進センターの開所おめでとうござい
ます。
皆様、下入野健康増進センターへようこそ。
下入野健康増進センターに職場訪問ができて良
かった！！
こんにちは。
本日は職場訪問お疲れ様でした。下入野健康増進
センター様、有難うございます。
職場訪問が初めてで、とても楽しみにしておりま
した。

下入野健康増進センターでの例会を記念して。
こんにちは。
職業奉仕委員会の皆様、本日の職場訪問楽しみに
しております。
すばらしい施設で驚きました。
下入野健康増進センター様、オープンおめでとう
ございます。
職場訪問は良いですね！！
本日は一粒万倍日です。皆様に素敵なことがあり
ますように。
本日午後より、建築士会の功労者表彰を受けま
す。その為、早退します。
初めての職場訪問で大雨びっくりです。
本日は有難うございました。

■会員メークアップ
５/19　笠間 RC　　太田聖史
５/21　規定審議会結果報告会

長谷川國雄　　粂田信行　　及川　譲
兼子充裕　　宇留野秀一

５/21　RLI 練習会　　宇留野秀一
５/27　北海道2500REC　　野口英壽

■ニコニコBOX（５月27日（金）扱）

この計　　　 17件　　　 82,000円
５月計　　　 49件　　　 182,000円
累　計　　　400件　　　1,339,000円

水戸市 市民協働部 体育施設整備課 技監兼課長　青山和夫 氏
　　　　　　　 〃　　　　　　　  課長補佐　　本田順一 氏
水戸市スポーツ振興協会 下入野健康増進センター 施設長　　　高橋　護 氏

■ゲスト
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５月第４例会　５月27日（金）　職場訪問　於 下入野健康増進センター

本日、臨時理事会が開催されました。

職業分類の開放について
大分類：生活関連サービス業、娯楽業
中分類：娯楽業
小分類：スポーツ施設提供業
職業分類：ヨガ関連
新会員候補者を公表いたしました。
ご異議がございましたら、７日以内（６月９日㈭）に幹事
までご連絡ください。
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いつもと違う受付の様子

寄贈したデジタルサイネージの前で記念撮影　１班 寄贈したデジタルサイネージの前で記念撮影　２班

開放的なお庭　外の遊具キッズルーム

最新の機器を導入したトレーニングルーム広い多目的室

施設見学の様子〈トレーニング室〉 施設見学の様子〈プールギャラリー〉撮影禁止ですが特別に許可をいただきました

層のスマホ所有も一気に進んでいることが分
かります。
 しかし、スマホを使いこなせているかという
質問に対して、半数以上の方が使いこなせてい
ないと回答しております。また、利用目的につ
いても、通話がメインと回答した方が33.7％
と一番多く、デジタル社会の恩恵を享受できて
いないのが現状です。
こうした現状が表に現れてしまったのが、新型
コロナウイルスワクチン接種の予約です。イン
ターネットで予約をすれば数分で予約ができた
ものの、インターネットで予約できない方の電
話がコールセンターへ集中してしまい、電話が
つながらない状況となってしまいました。その
後は、電話回線を増強しましたが、市民の皆様
には大変ご迷惑とご心配をおかけしてしまいま
した。
 このような情報格差「デジタルデバイド」が
大きな問題となっており、本市としても、水戸
市民一人一人の幸せを実現するため、そして、
デジタルの恩恵を市民が享受できるよう、デジ
タルデバイド対策を進めていかなければならな
いと考えております。
 そこで、本市の取組としては、スマホをより
身近に感じ、有効活用できるよう、各地区の市
民センターでスマホ講座を開催いたしました。
今後は、LINEなどのSNSの利用方法やマイナ
ンバーカードを使用した電子申請などの応用講

水戸市長　高橋　靖 氏

　水戸南ロータリークラブの皆様には、水戸市
に対して多大なるご支援・ご協力をいただいて
おりますことに、心から感謝申し上げます。
　水戸市は、今年の４月１日から組織を改編
し、デジタルイノベーション課を設置いたしま
した。これにより、今後は、市民のデジタル化
の促進や企業のDX化を支援してまいりたいと
思います。
　デジタル化の波は、18世紀末の蒸気機関に
よる第１次産業革命，20世紀初頭の電力・
モーターによる第２次産業革命、1970年代の
コンピュータの発展による第３次産業革命と進
み、現在は、第４次産業革命の最中であると言
われています。第４次産業革命では、人工知能
（AI）の更なる発達により、2045年にはAIが
人間を超える時代が来るとも言われており、そ
のようなデジタル化の波は、身近な生活にも及
んでいます。
 デジタル化の中で、私たちに一番身近なもの
はスマートフォン（以下スマホという）です。
2010年はスマホの普及率10％に対し、2020
年の調査の結果が、86.8％となっていること
から、一気にスマホが身近になり、ほぼ９割近
くの世帯でスマホを所有していることがうかが
えます。さらに、2021年の調査では、高齢者
の84.7％がスマホを所有しているという調査
結果が出ており、2012年と比較すると、72
ポイントの伸びとなっていることから、シニア

デジタルを活用した情報提供体制の構築を進め
てまいりたいと思います。
 このように、市民の皆さんのデジタルに対す
る疑問や不安の解消のため、積極的にサポート
を行っていくことはもちろんのこと、「誰一人
取り残さない、人にやさしいデジタル化」の実
現に向け、様々な取組を進めてまいります。水
戸南ロータリークラブの皆様にも、温かくお見
守りいただきますようお願いいたします。

座の開催や、スマホの使い方などを相談できる
スマホ出張相談会や地区のイベントでスマホ体
験ブースの設置、スマホを安全に使用してもら
うためのセキュリティ関連の啓発なども進めて
まいります。
 また、現在、特に力を入れているのが、水戸
市公式LINEです。友達登録をして、LINEでア
ンケートに回答すれば、個人のニーズにあった
情報をお送りすることができます。これからも

卓話「水戸市の今～デジタル化の取り組みについて～」

５月第２例会（５月13日（金））卓話 ５月第２例会（５月13日（金））卓話
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いつもと違う受付の様子

寄贈したデジタルサイネージの前で記念撮影　１班 寄贈したデジタルサイネージの前で記念撮影　２班

開放的なお庭　外の遊具キッズルーム

最新の機器を導入したトレーニングルーム広い多目的室

施設見学の様子〈トレーニング室〉 施設見学の様子〈プールギャラリー〉撮影禁止ですが特別に許可をいただきました

層のスマホ所有も一気に進んでいることが分
かります。
 しかし、スマホを使いこなせているかという
質問に対して、半数以上の方が使いこなせてい
ないと回答しております。また、利用目的につ
いても、通話がメインと回答した方が33.7％
と一番多く、デジタル社会の恩恵を享受できて
いないのが現状です。
こうした現状が表に現れてしまったのが、新型
コロナウイルスワクチン接種の予約です。イン
ターネットで予約をすれば数分で予約ができた
ものの、インターネットで予約できない方の電
話がコールセンターへ集中してしまい、電話が
つながらない状況となってしまいました。その
後は、電話回線を増強しましたが、市民の皆様
には大変ご迷惑とご心配をおかけしてしまいま
した。
 このような情報格差「デジタルデバイド」が
大きな問題となっており、本市としても、水戸
市民一人一人の幸せを実現するため、そして、
デジタルの恩恵を市民が享受できるよう、デジ
タルデバイド対策を進めていかなければならな
いと考えております。
 そこで、本市の取組としては、スマホをより
身近に感じ、有効活用できるよう、各地区の市
民センターでスマホ講座を開催いたしました。
今後は、LINEなどのSNSの利用方法やマイナ
ンバーカードを使用した電子申請などの応用講

水戸市長　高橋　靖 氏

　水戸南ロータリークラブの皆様には、水戸市
に対して多大なるご支援・ご協力をいただいて
おりますことに、心から感謝申し上げます。
　水戸市は、今年の４月１日から組織を改編
し、デジタルイノベーション課を設置いたしま
した。これにより、今後は、市民のデジタル化
の促進や企業のDX化を支援してまいりたいと
思います。
　デジタル化の波は、18世紀末の蒸気機関に
よる第１次産業革命，20世紀初頭の電力・
モーターによる第２次産業革命、1970年代の
コンピュータの発展による第３次産業革命と進
み、現在は、第４次産業革命の最中であると言
われています。第４次産業革命では、人工知能
（AI）の更なる発達により、2045年にはAIが
人間を超える時代が来るとも言われており、そ
のようなデジタル化の波は、身近な生活にも及
んでいます。
 デジタル化の中で、私たちに一番身近なもの
はスマートフォン（以下スマホという）です。
2010年はスマホの普及率10％に対し、2020
年の調査の結果が、86.8％となっていること
から、一気にスマホが身近になり、ほぼ９割近
くの世帯でスマホを所有していることがうかが
えます。さらに、2021年の調査では、高齢者
の84.7％がスマホを所有しているという調査
結果が出ており、2012年と比較すると、72
ポイントの伸びとなっていることから、シニア

デジタルを活用した情報提供体制の構築を進め
てまいりたいと思います。
 このように、市民の皆さんのデジタルに対す
る疑問や不安の解消のため、積極的にサポート
を行っていくことはもちろんのこと、「誰一人
取り残さない、人にやさしいデジタル化」の実
現に向け、様々な取組を進めてまいります。水
戸南ロータリークラブの皆様にも、温かくお見
守りいただきますようお願いいたします。

座の開催や、スマホの使い方などを相談できる
スマホ出張相談会や地区のイベントでスマホ体
験ブースの設置、スマホを安全に使用してもら
うためのセキュリティ関連の啓発なども進めて
まいります。
 また、現在、特に力を入れているのが、水戸
市公式LINEです。友達登録をして、LINEでア
ンケートに回答すれば、個人のニーズにあった
情報をお送りすることができます。これからも
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ロータリーの時間　篠原会長 会務報告　川﨑（英）出席委員長

会務報告　鈴木（由）ニコニコＢＯＸ委員長 会務報告　宇留野ロータリー財団委員長

幹事報告　石井幹事 卓話「下入野健康増進センターについて」
水戸市 市民協働部 体育施設整備課

技監兼課長　青山和夫氏

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
日　時　2022年５月30日㈪
　　　　理事会 18:30～19:15　懇親会 19:15～21:00
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　　志村　保
理　　事　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
メークアップ　井澤卓司　　録田幸裕    

議事・決議事項
①６月プログラムについて 《承　認》
②水戸南RC杯ミニバスケットボール大会費用負担について 《承　認》
・予算超過分の説明を行い、請求書通り事務処理する。
③予備費の会議費への振り替えについて 《承　認》
・予備費50,000円を会議費に振り替える。理事会後
の懇親会に2,000円／人をクラブ負担する。クラ
ブ負担は今回のみとする。

④水戸南RC定款・細則変更について 《承　認》
・細則第９条「委員会」第２節 公共イメージ委員会、
国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会に改正する。
・細則第16条改正に基づいて、６月３日例会で全会
員へ周知（レターBOX）、６月17日例会のクラブ協
議会出席者2/3以上の賛成で改正とする。

⑤退会者について 《承　認》
・６月30日付で、会員３名（河野正政会員、瀬浪純
恵会員、茅根正人会員）が退会となる。

⑥水戸南RC細則 入会金５万円について 《継続審議》
保留事項
・細則第６条「入会金および会費」第１節　入会金は５万円
とし、……の部分の見直しを次年度理事会に引き継ぐ。

2021-22年度 第12回定例理事会 議事録
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ロータリー親睦活動月間

RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）研修会が開催されます。
日　時：６月11日㈯　登録 8:30～　研修 9:00～17:00
場　所：智学館中等教育学校

水戸市小吹町2092　TEL.212-3311  
出席者：粂田信行会長エレクト
会員基盤向上セミナーが開催されます。
日　時：６月19日㈰　13:00～17:00（登録 12:30～）
場　所：ホテルグランド東雲  （ハイブリッド型）

つくば市小野崎488-1　TEL.029-856-2211
出席者：粂田信行次年度会長、及川　譲次年度幹事

高梨博行次年度会員増強委員長、外地区関係者
水戸南RC創立50周年記念式典第２回実行委員会が開催されました。
出席者（敬称略）　　　　　　　　　　　　 （28名）
井澤、笹館、谷島、鈴木（さ）、米田、志村、金原、小川、
鈴木（憲）、川﨑（紀）、宇留野、二川、篠原、石井、橋本、
川﨑（英）、根本（祐）、大原、川﨑（篤）、原口、小路、
深谷、上野、人見、松本、島根、及川、武田

５月27日㈮ 次年度各委員会の情報集会が開催されました。
〈公共イメージ、会報、IT資料、雑誌委員会合同〉
出席者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（６名）
　粂田、及川、上野、原口、宇留野、笹館
５月28日㈯「おひさま食堂」が開催されました。
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　　（９名）
原口、石井、中庭、岡村、大森、志村、塩沢、鈴木（憲）、
宇留野

次年度情報集会のお知らせ
〈ロータリー財団、米山記念奨学、ニコニコBOX、

会計、会計監査、会員増強委員会〉
日　時：６月10日㈮　13:30～
場　所：水戸プラザホテル
※例会後実施します。
次回例会日程
日　時：６月10日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル＋オンライン
内　容：クラブ協議会「委員会実績報告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
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 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

 北原　実会員（第３回）
 6. 米山奨学金授与

 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
 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「創立50周年記念事業に向けて」

 　井澤卓司創立50周年記念事業実行委員長
11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

６月第１例会プログラム
2022年６月３日（金）

前週訂正出席率73.33％
（　）は、Zoom79名 37＋（0）名 42名 53.62％５月第４例会（５月27日）

出席状況

長谷川國雄会員…

篠原　勉会員……
石井浩一会員……

二川隆司会員……
軍司由佳会員……

大森　愛会員……

久保田啓藏会員・粂田信行会員
　　　　　　……
北原　実会員……
米川幸喜会員……

宇留野秀一会員…
久保田規子会員…

原口一吉会員……
山下真悟会員……

石川啓司会員……

中庭浩実会員……
鈴木由紀子会員…

下入野健康増進センターの開所おめでとうござい
ます。
皆様、下入野健康増進センターへようこそ。
下入野健康増進センターに職場訪問ができて良
かった！！
こんにちは。
本日は職場訪問お疲れ様でした。下入野健康増進
センター様、有難うございます。
職場訪問が初めてで、とても楽しみにしておりま
した。

下入野健康増進センターでの例会を記念して。
こんにちは。
職業奉仕委員会の皆様、本日の職場訪問楽しみに
しております。
すばらしい施設で驚きました。
下入野健康増進センター様、オープンおめでとう
ございます。
職場訪問は良いですね！！
本日は一粒万倍日です。皆様に素敵なことがあり
ますように。
本日午後より、建築士会の功労者表彰を受けま
す。その為、早退します。
初めての職場訪問で大雨びっくりです。
本日は有難うございました。

■会員メークアップ
５/19　笠間 RC　　太田聖史
５/21　規定審議会結果報告会

長谷川國雄　　粂田信行　　及川　譲
兼子充裕　　宇留野秀一

５/21　RLI 練習会　　宇留野秀一
５/27　北海道2500REC　　野口英壽

■ニコニコBOX（５月27日（金）扱）

この計　　　 17件　　　 82,000円
５月計　　　 49件　　　 182,000円
累　計　　　400件　　　1,339,000円

水戸市 市民協働部 体育施設整備課 技監兼課長　青山和夫 氏
　　　　　　　 〃　　　　　　　  課長補佐　　本田順一 氏
水戸市スポーツ振興協会 下入野健康増進センター 施設長　　　高橋　護 氏

■ゲスト
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５月第４例会　５月27日（金）　職場訪問　於 下入野健康増進センター

本日、臨時理事会が開催されました。

職業分類の開放について
大分類：生活関連サービス業、娯楽業
中分類：娯楽業
小分類：スポーツ施設提供業
職業分類：ヨガ関連
新会員候補者を公表いたしました。
ご異議がございましたら、７日以内（６月９日㈭）に幹事
までご連絡ください。
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