
５月28日㈯ おひさま食堂開催～参加の会員の皆さん 国歌斉唱（静聴）の様子

ロータリーの時間　篠原会長 米山奨学金授与　アップワ ワドゥ メストリ 
デ シルバ オシニ リドミカさん

会務報告　川﨑（英）出席委員長 会務報告　郡司ニコニコＢＯＸ委員

茨城県ラグビーフットボール協会
賛助会員募集について　橋本会員

情報集会の予定について　及川副幹事

幹事報告　石井幹事 卓話「創立50周年記念事業に向けて」
井澤創立50周年記念事業実行委員長

本日の昼食

幹幹 事事 報報 告告

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

日　時　2022年６月３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　　粂田信行　　石井浩一
　　　　　原口一吉　　志村　保　
理　　事　軍司由佳　　二川隆司　　及川　譲
　　　　　川澄千亜紀　宇留野秀一　鈴木由紀子
　　　　　岡村太郎　　川﨑英輝　　人見光一

議事・決議事項
①新会員候補者（浅野佑介氏）について 〈承　認〉

保留事項　特になし

2021-22年度 第４回臨時理事会 議事録

６月３日㈮ 次年度各委員会合同情報集会が開催され
ました。
出席者（敬称略）　　　　　　　　　　　　 （８名）
〈職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、

国際奉仕・姉妹友好クラブ、会員組織委員会合同〉
粂田信行、及川　譲、米川幸喜、二川隆司、
菊池秀機、橋本　哲、石川啓司、赤岩賢二

1－3奉仕研究会が開催されます。
日　時：６月15日㈬　 18:30～

Ⅰ部　勉強会　18:30～19:00
Ⅱ部　懇親会　19:00～

場　所：でん助居酒屋大工町店
水戸市大工町1-6-18 TEL.221-8987

〈６月の1－3奉仕研究会講師〉 
鈴木憲一ロータリー情報委員長 
二川隆司国際奉仕委員長
桑名武之青少年奉仕委員長 

次回例会日程
日　時：６月17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Ⅱ」

職業分類、奉仕プロジェクト、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、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

１

２

３
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ロータリー親睦活動月間

 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. 地区大会表彰

○ロータリー財団部門
　地区ロータリー財団功労賞 宇留野秀一会員
ポール・ハリス・ソサエティー会員数　第３位
○米山記念奨学会部門
　高額寄付達成クラブ（６千万円）
○クラブ奉仕部門
　在籍40年以上会員
 久保田啓藏会員、長谷川國雄会員
　長寿会員（85歳以上） 長谷川國雄会員

 6. 米山功労者感謝状伝達 粂田信行会員（第６回）
 7. 雑誌の時間「ロータリーの友6月号」 雑誌委員会
 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. クラブ協議会「委員会実績報告Ⅰ」

会員組織、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

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

６月第２例会プログラム
2022年６月10日（金）

前週訂正出席率75.34％
（　）は、Zoom79名 56＋（0）名 23名 72.73％６月第１例会（６月３日）

出席状況

篠原　勉会員……
鈴木憲一会員……
軍司由佳会員……

井澤卓司会員……
粂田信行会員……

川﨑紀子会員……
山本　大会員……
赤岩賢二会員……

宇留野秀一会員…
原口一吉会員……
録田幸裕会員……
石川啓司会員……

米山奨学生のリドミカさん、ようこそ。
井澤会員、卓話よろしく。
米山奨学生のリドミカさんの笑顔が素敵です。今
日はようこそ！
創立50周年記念事業に向けての卓話を行います。
いよいよコロナが終息するのでしょうか？もうす
ぐ次年度が近づいて来ました。
米山奨学生のリドミカさん、こんにちは。
お久し振りです。
米山奨学生のリドミカさん、ようこそいらっしゃ
いました。
皆様、財団寄付に御協力有難うございました。
米山奨学生のリドミカちゃん、こんにちは！！
米山奨学生のリドミカさん、宜しくお願いします。
今月末にフィリピンのマニラでガバナー就任式が
あり、水戸南RCからの消防自動車２台の贈呈式
があります。

■会員メークアップ
4/24　日本REC2650　　水口二良
5/５　ワールド大阪REC　水口二良
5/15　日本REC2650　　水口二良
5/19　ワールド大阪REC　水口二良
5/21　北海道2500REC　水口二良
5/29　ワールド大阪REC　水口二良
5/29　職業奉仕セミナー

長谷川國雄　軍司由佳　北原　実
6/２　笠間RC　太田聖史　高柳益美
6/３　北海道2500REC　野口英壽

■ニコニコBOX（６月３日（金）扱）

この計　　　12件　　　39,000円

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
■ゲスト

水戸RC　横須賀満夫会員
■ビジター

４－Vol.49  No37（第2303）

６月第１例会　６月３日（金）



会員組織委員会
委員長　粂田　信行

　ガバナー、及び篠原会長の方針に基づき、会員組織委員会
の連携を図り運営しました。
　会員の入会は３名、退会は６名でした。

会員選考委員会
委員長　松本　隆史

　今年度は、３名の新会員候補者の推薦がありました。
　上半期の初めに小島瑞貴さんと大森愛さんの２名、後半に
磯﨑昭彦さん１名の推薦がありました。
　推薦者との意見交換を行い、これまでの経歴・経緯等を拝
見し、水戸南ロータリークラブの会員として適格かどうかを
慎重かつ公正に審査をして、理事会に報告しました。
　その後、ロータリー情報委員会主催のオリエンテーション
を経て、３名とも当クラブの会員となりました。

会員増強委員会
委員長　岡村　太郎

　今年度基本方針及び事業計画に則り会員増強活動を実施し
ました。
①目標：会員数84名　増強５名
　実績：会員数79名　増強３名
②メンター制度の導入については実現出来ませんでした。
今年度新会員に対しては、出来るだけ早くクラブに馴染める
ように積極的に声がけをしました。
③積極的に新会員候補者を例会に招待する予定でしたが、コ
ロナによる休会等の影響もあり思い通りに実施出来ません
でした。
　２年続けて会員増強委員長を仰せつかりましたが、今年度
も色々な制約があり目標を達成出来ませんでした。
　会員増強はクラブ運営の重要な柱でありクラブの発展、存
続の為には全会員の総意と熱意がなければ実現出来ません。
　今年度３名の新会員を迎えることが出来ましたことは、会
長・幹事をはじめ推薦者の皆様、会員の皆様のご協力による
ものと心より感謝しております。

ロータリー情報委員会
委員長　鈴木　憲一

　ロータリー情報委員会は入会候補者の入会前のオリエン
テーションを行います。
　今年は、７月に小島瑞貴会員・大森愛会員、１月に磯﨑昭
彦会員、３名のオリエンテーションを行いました。
　それ以降は新会員候補者がいませんでしたので、活動はあ
りませんでした。

クラブ管理運営委員会
委員長　石川　啓司

⑴クラブ管理運営の出席、親睦活動、会場運営、プログラ
ム、広報、会報、IT資料、雑誌の各８委員会とも、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例会開催、さらに
出席率の底上げ、公共イメージの向上等、計画に沿って、
それぞれに努力なされました。

⑵クラブ管理運営の各８委員会とも、各委員長を中心に、連
携を図り、活発に活動できるよう、問題点を共有し、当ク
ラブの活動を魅力あるものにしました。

出席委員会
委員長　川﨑　英輝

　本年度もコロナ禍ということで、会員が集まる例会ができ
なくなるなど、ロータリー活動が制限されてしまいました。
　篠原会長の掲げた、出席率83％を目標にスタートしまし
たが、途中で休会になる時期もあり、そのような中でオンラ
イン例会、オンラインとリアル例会のハイブリッド例会を開
始し、出席率向上に努めましたが、通年で74.60％（５月
末現在）で、会長目標には届きませんでした。

親睦活動委員会
委員長　人見　光一

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。

⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶納涼家族例会については、海岸美化プロジェクトとの同時
開催を検討したが、新型コロナウイルスの問題があり中止
となった。

⑷忘年例会については、催し物を準備する時間がなかったた
め受付、司会を行った。

⑸新年家族例会については、新型コロナウイルスの問題によ
り、会員・家族の出席する形から、会員に対しお土産を配
布するという形で対応した。

⑹誕生月の会員については、会長の発案により、今年度は全
員から一言お話をいただく形をとった。そのため、電話等
により当委員会から誕生月の会員に出席とお話のお願いを
した。また、誕生日のプレゼントの準備をした。

　以上、会員の皆様、関連委員会の皆様、当委員会のメン
バーの皆様のご協力により、１年間の活動をすることができ
ました。

会場運営委員会
委員長　原口　一吉

１．例会準備のため集合時間を例会開始30分前に集合出来
た。

２．会場運営の主な業務やゲストの案内を行う事が出来た。
３．例会食事メニューの充実と極端な発注数の無駄を極力抑
える事が出来た。

４．ミリオンダラーミールも予定通り実施出来た。
５．関係委員会と連携し、定刻着席と例会中の雑談を減らす
事に協力を頂けた。

６．新型コロナウイルス感染症の影響を受け、リアル例会が
減ったがスムーズな運営を行う事が出来た。

プログラム委員会
委員長　谷島　孝明

　会長方針でもある多くの会員の皆様に出席していただける
楽しい例会作りのための充実したプログラム作りに専念致し
ました。
＊年間、月間プログラムの作成
＊卓話者の選定
会員皆様のご協力を仰ぎ卓話者の選定を致しました。

＊新会員のイニシエーションスピーチ
＊地区研修会報告等の実施
＊Zoomによるオンライン例会
緊急事態宣言延長中はリアル例会が中止となり、IT資料
委員会の協力によりオンライン例会を実施致しました。

＊例会の司会進行
委員会メンバーと時間厳守を目標にスムーズな司会進行を
行うことができました。

　たどたどしい司会進行ではございましたが、会員の皆様の
多大なるご協力のもと、活動ができましたこと心より感謝申
し上げます。

広報委員会
委員長　川澄千亜紀

１．茨城新聞に掲載していただいた。
２．FMぱるるんの放送
３．他委員会と連携してSNSによる発信をした。

会報委員会
委員長　上野　義哉

　今年度の事業計画に則り、例会の様子、その他イベント等
当クラブの活動の雰囲気が伝えられるよう意識し、多くの記
事や写真を掲載いたしました。
【掲載内容】
１．通常例会、ガバナー公式訪問
２．奉仕活動（おひさま食堂、子ども元気プロジェクト等）
３．卓話原稿（主にイニシエーションスピーチ）
４．クラブ活動（SRGゴルフ、野球部、アウトドア部等）
５．各委員会の活動（ニコニコBOX・ロータリー財団・米
山記念奨学・プログラム委員会の司会等）

　本年度も昨年同様新型コロナウイルスの影響で、開催でき
ない行事が多く、会員紹介もできず心残りな面はございます
が、１年間会員の皆様のご協力ありがとうございました。

IT資料委員会
委員長　小泉　正史

・クラブホームページの更新の依頼
・らくらく連絡網を活用して毎週出席アンケートを送信しま
した。

・らくらく連絡網を活用して案内や連絡を送信しました。
・らくらく連絡網未登録会員にはメールで出席アンケート、
案内や連絡を送信しました。

・Zoom未経験の方のサポートをしました。
・My ROTARY未登録会員に声がけをしました。

雑誌委員会
委員長　米川　幸喜

１．コロナ禍のロータリー活動の１年になってしまいました
が、例会が開催できた月には、「ロータリーの友」のお
すすめ記事や購読した感想等を、雑誌の時間で紹介し
た。

２．今年度は、新会員の皆様に「ロータリーの友」の購読を
認識していただく様に、1－3奉仕研究会のメンバーの
皆様に「ロータリーの友」を読んで頂き、雑誌の時間で
紹介をして頂きました。

３．「ロータリーの友」に更なる興味を持って頂ける様に、
クラブメンバーの皆様に、購読を呼びかけました。

４．今年度中に「ロータリーの友」へ水戸南RC発の記事と
して、活動内容の記事等を掲載したかったのですが、残
念ながらできませんでした。次年度からのロータリー活
動において機会があったら、是非「ロータリーの友」へ
活動内容の投稿をお願いいたします。
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会員組織委員会
委員長　粂田　信行

　ガバナー、及び篠原会長の方針に基づき、会員組織委員会
の連携を図り運営しました。
　会員の入会は３名、退会は６名でした。

会員選考委員会
委員長　松本　隆史

　今年度は、３名の新会員候補者の推薦がありました。
　上半期の初めに小島瑞貴さんと大森愛さんの２名、後半に
磯﨑昭彦さん１名の推薦がありました。
　推薦者との意見交換を行い、これまでの経歴・経緯等を拝
見し、水戸南ロータリークラブの会員として適格かどうかを
慎重かつ公正に審査をして、理事会に報告しました。
　その後、ロータリー情報委員会主催のオリエンテーション
を経て、３名とも当クラブの会員となりました。

会員増強委員会
委員長　岡村　太郎

　今年度基本方針及び事業計画に則り会員増強活動を実施し
ました。
①目標：会員数84名　増強５名
　実績：会員数79名　増強３名
②メンター制度の導入については実現出来ませんでした。
今年度新会員に対しては、出来るだけ早くクラブに馴染める
ように積極的に声がけをしました。
③積極的に新会員候補者を例会に招待する予定でしたが、コ
ロナによる休会等の影響もあり思い通りに実施出来ません
でした。
　２年続けて会員増強委員長を仰せつかりましたが、今年度
も色々な制約があり目標を達成出来ませんでした。
　会員増強はクラブ運営の重要な柱でありクラブの発展、存
続の為には全会員の総意と熱意がなければ実現出来ません。
　今年度３名の新会員を迎えることが出来ましたことは、会
長・幹事をはじめ推薦者の皆様、会員の皆様のご協力による
ものと心より感謝しております。

ロータリー情報委員会
委員長　鈴木　憲一

　ロータリー情報委員会は入会候補者の入会前のオリエン
テーションを行います。
　今年は、７月に小島瑞貴会員・大森愛会員、１月に磯﨑昭
彦会員、３名のオリエンテーションを行いました。
　それ以降は新会員候補者がいませんでしたので、活動はあ
りませんでした。

クラブ管理運営委員会
委員長　石川　啓司

⑴クラブ管理運営の出席、親睦活動、会場運営、プログラ
ム、広報、会報、IT資料、雑誌の各８委員会とも、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例会開催、さらに
出席率の底上げ、公共イメージの向上等、計画に沿って、
それぞれに努力なされました。

⑵クラブ管理運営の各８委員会とも、各委員長を中心に、連
携を図り、活発に活動できるよう、問題点を共有し、当ク
ラブの活動を魅力あるものにしました。

出席委員会
委員長　川﨑　英輝

　本年度もコロナ禍ということで、会員が集まる例会ができ
なくなるなど、ロータリー活動が制限されてしまいました。
　篠原会長の掲げた、出席率83％を目標にスタートしまし
たが、途中で休会になる時期もあり、そのような中でオンラ
イン例会、オンラインとリアル例会のハイブリッド例会を開
始し、出席率向上に努めましたが、通年で74.60％（５月
末現在）で、会長目標には届きませんでした。

親睦活動委員会
委員長　人見　光一

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。

⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶納涼家族例会については、海岸美化プロジェクトとの同時
開催を検討したが、新型コロナウイルスの問題があり中止
となった。

⑷忘年例会については、催し物を準備する時間がなかったた
め受付、司会を行った。

⑸新年家族例会については、新型コロナウイルスの問題によ
り、会員・家族の出席する形から、会員に対しお土産を配
布するという形で対応した。

⑹誕生月の会員については、会長の発案により、今年度は全
員から一言お話をいただく形をとった。そのため、電話等
により当委員会から誕生月の会員に出席とお話のお願いを
した。また、誕生日のプレゼントの準備をした。

　以上、会員の皆様、関連委員会の皆様、当委員会のメン
バーの皆様のご協力により、１年間の活動をすることができ
ました。

会場運営委員会
委員長　原口　一吉

１．例会準備のため集合時間を例会開始30分前に集合出来
た。

２．会場運営の主な業務やゲストの案内を行う事が出来た。
３．例会食事メニューの充実と極端な発注数の無駄を極力抑
える事が出来た。

４．ミリオンダラーミールも予定通り実施出来た。
５．関係委員会と連携し、定刻着席と例会中の雑談を減らす
事に協力を頂けた。

６．新型コロナウイルス感染症の影響を受け、リアル例会が
減ったがスムーズな運営を行う事が出来た。

プログラム委員会
委員長　谷島　孝明

　会長方針でもある多くの会員の皆様に出席していただける
楽しい例会作りのための充実したプログラム作りに専念致し
ました。
＊年間、月間プログラムの作成
＊卓話者の選定
会員皆様のご協力を仰ぎ卓話者の選定を致しました。

＊新会員のイニシエーションスピーチ
＊地区研修会報告等の実施
＊Zoomによるオンライン例会
緊急事態宣言延長中はリアル例会が中止となり、IT資料
委員会の協力によりオンライン例会を実施致しました。

＊例会の司会進行
委員会メンバーと時間厳守を目標にスムーズな司会進行を
行うことができました。

　たどたどしい司会進行ではございましたが、会員の皆様の
多大なるご協力のもと、活動ができましたこと心より感謝申
し上げます。

広報委員会
委員長　川澄千亜紀

１．茨城新聞に掲載していただいた。
２．FMぱるるんの放送
３．他委員会と連携してSNSによる発信をした。

会報委員会
委員長　上野　義哉

　今年度の事業計画に則り、例会の様子、その他イベント等
当クラブの活動の雰囲気が伝えられるよう意識し、多くの記
事や写真を掲載いたしました。
【掲載内容】
１．通常例会、ガバナー公式訪問
２．奉仕活動（おひさま食堂、子ども元気プロジェクト等）
３．卓話原稿（主にイニシエーションスピーチ）
４．クラブ活動（SRGゴルフ、野球部、アウトドア部等）
５．各委員会の活動（ニコニコBOX・ロータリー財団・米
山記念奨学・プログラム委員会の司会等）

　本年度も昨年同様新型コロナウイルスの影響で、開催でき
ない行事が多く、会員紹介もできず心残りな面はございます
が、１年間会員の皆様のご協力ありがとうございました。

IT資料委員会
委員長　小泉　正史

・クラブホームページの更新の依頼
・らくらく連絡網を活用して毎週出席アンケートを送信しま
した。

・らくらく連絡網を活用して案内や連絡を送信しました。
・らくらく連絡網未登録会員にはメールで出席アンケート、
案内や連絡を送信しました。

・Zoom未経験の方のサポートをしました。
・My ROTARY未登録会員に声がけをしました。

雑誌委員会
委員長　米川　幸喜

１．コロナ禍のロータリー活動の１年になってしまいました
が、例会が開催できた月には、「ロータリーの友」のお
すすめ記事や購読した感想等を、雑誌の時間で紹介し
た。

２．今年度は、新会員の皆様に「ロータリーの友」の購読を
認識していただく様に、1－3奉仕研究会のメンバーの
皆様に「ロータリーの友」を読んで頂き、雑誌の時間で
紹介をして頂きました。

３．「ロータリーの友」に更なる興味を持って頂ける様に、
クラブメンバーの皆様に、購読を呼びかけました。

４．今年度中に「ロータリーの友」へ水戸南RC発の記事と
して、活動内容の記事等を掲載したかったのですが、残
念ながらできませんでした。次年度からのロータリー活
動において機会があったら、是非「ロータリーの友」へ
活動内容の投稿をお願いいたします。
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会員組織委員会
委員長　粂田　信行

　ガバナー、及び篠原会長の方針に基づき、会員組織委員会
の連携を図り運営しました。
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委員長　松本　隆史

　今年度は、３名の新会員候補者の推薦がありました。
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②メンター制度の導入については実現出来ませんでした。
今年度新会員に対しては、出来るだけ早くクラブに馴染める
ように積極的に声がけをしました。
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ロナによる休会等の影響もあり思い通りに実施出来ません
でした。

　２年続けて会員増強委員長を仰せつかりましたが、今年度
も色々な制約があり目標を達成出来ませんでした。
　会員増強はクラブ運営の重要な柱でありクラブの発展、存
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　今年度３名の新会員を迎えることが出来ましたことは、会
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　それ以降は新会員候補者がいませんでしたので、活動はあ
りませんでした。
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くりとリアルとリモートのハイブリッド例会開催、さらに
出席率の底上げ、公共イメージの向上等、計画に沿って、
それぞれに努力なされました。
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携を図り、活発に活動できるよう、問題点を共有し、当ク
ラブの活動を魅力あるものにしました。
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　本年度もコロナ禍ということで、会員が集まる例会ができ
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が、１年間会員の皆様のご協力ありがとうございました。
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した。
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雑誌委員会
委員長　米川　幸喜

１．コロナ禍のロータリー活動の１年になってしまいました
が、例会が開催できた月には、「ロータリーの友」のお
すすめ記事や購読した感想等を、雑誌の時間で紹介し
た。

２．今年度は、新会員の皆様に「ロータリーの友」の購読を
認識していただく様に、1－3奉仕研究会のメンバーの
皆様に「ロータリーの友」を読んで頂き、雑誌の時間で
紹介をして頂きました。

３．「ロータリーの友」に更なる興味を持って頂ける様に、
クラブメンバーの皆様に、購読を呼びかけました。

４．今年度中に「ロータリーの友」へ水戸南RC発の記事と
して、活動内容の記事等を掲載したかったのですが、残
念ながらできませんでした。次年度からのロータリー活
動において機会があったら、是非「ロータリーの友」へ
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携を図り、活発に活動できるよう、問題点を共有し、当ク
ラブの活動を魅力あるものにしました。

出席委員会
委員長　川﨑　英輝

　本年度もコロナ禍ということで、会員が集まる例会ができ
なくなるなど、ロータリー活動が制限されてしまいました。
　篠原会長の掲げた、出席率83％を目標にスタートしまし
たが、途中で休会になる時期もあり、そのような中でオンラ
イン例会、オンラインとリアル例会のハイブリッド例会を開
始し、出席率向上に努めましたが、通年で74.60％（５月
末現在）で、会長目標には届きませんでした。

親睦活動委員会
委員長　人見　光一

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。

⑵会員の方々が関係する慶弔のお手伝い。
⑶納涼家族例会については、海岸美化プロジェクトとの同時
開催を検討したが、新型コロナウイルスの問題があり中止
となった。

⑷忘年例会については、催し物を準備する時間がなかったた
め受付、司会を行った。

⑸新年家族例会については、新型コロナウイルスの問題によ
り、会員・家族の出席する形から、会員に対しお土産を配
布するという形で対応した。

⑹誕生月の会員については、会長の発案により、今年度は全
員から一言お話をいただく形をとった。そのため、電話等
により当委員会から誕生月の会員に出席とお話のお願いを
した。また、誕生日のプレゼントの準備をした。

　以上、会員の皆様、関連委員会の皆様、当委員会のメン
バーの皆様のご協力により、１年間の活動をすることができ
ました。

会場運営委員会
委員長　原口　一吉

１．例会準備のため集合時間を例会開始30分前に集合出来
た。

２．会場運営の主な業務やゲストの案内を行う事が出来た。
３．例会食事メニューの充実と極端な発注数の無駄を極力抑
える事が出来た。

４．ミリオンダラーミールも予定通り実施出来た。
５．関係委員会と連携し、定刻着席と例会中の雑談を減らす
事に協力を頂けた。

６．新型コロナウイルス感染症の影響を受け、リアル例会が
減ったがスムーズな運営を行う事が出来た。

プログラム委員会
委員長　谷島　孝明

　会長方針でもある多くの会員の皆様に出席していただける
楽しい例会作りのための充実したプログラム作りに専念致し
ました。
＊年間、月間プログラムの作成
＊卓話者の選定
会員皆様のご協力を仰ぎ卓話者の選定を致しました。
＊新会員のイニシエーションスピーチ
＊地区研修会報告等の実施
＊Zoomによるオンライン例会
緊急事態宣言延長中はリアル例会が中止となり、IT資料
委員会の協力によりオンライン例会を実施致しました。
＊例会の司会進行
委員会メンバーと時間厳守を目標にスムーズな司会進行を
行うことができました。
　たどたどしい司会進行ではございましたが、会員の皆様の
多大なるご協力のもと、活動ができましたこと心より感謝申
し上げます。

広報委員会
委員長　川澄千亜紀

１．茨城新聞に掲載していただいた。
２．FMぱるるんの放送
３．他委員会と連携してSNSによる発信をした。

会報委員会
委員長　上野　義哉

　今年度の事業計画に則り、例会の様子、その他イベント等
当クラブの活動の雰囲気が伝えられるよう意識し、多くの記
事や写真を掲載いたしました。
【掲載内容】
１．通常例会、ガバナー公式訪問
２．奉仕活動（おひさま食堂、子ども元気プロジェクト等）
３．卓話原稿（主にイニシエーションスピーチ）
４．クラブ活動（SRGゴルフ、野球部、アウトドア部等）
５．各委員会の活動（ニコニコBOX・ロータリー財団・米
山記念奨学・プログラム委員会の司会等）

　本年度も昨年同様新型コロナウイルスの影響で、開催でき
ない行事が多く、会員紹介もできず心残りな面はございます
が、１年間会員の皆様のご協力ありがとうございました。

IT資料委員会
委員長　小泉　正史

・クラブホームページの更新の依頼
・らくらく連絡網を活用して毎週出席アンケートを送信しま
した。

・らくらく連絡網を活用して案内や連絡を送信しました。
・らくらく連絡網未登録会員にはメールで出席アンケート、
案内や連絡を送信しました。

・Zoom未経験の方のサポートをしました。
・My ROTARY未登録会員に声がけをしました。

雑誌委員会
委員長　米川　幸喜

１．コロナ禍のロータリー活動の１年になってしまいました
が、例会が開催できた月には、「ロータリーの友」のお
すすめ記事や購読した感想等を、雑誌の時間で紹介し
た。

２．今年度は、新会員の皆様に「ロータリーの友」の購読を
認識していただく様に、1－3奉仕研究会のメンバーの
皆様に「ロータリーの友」を読んで頂き、雑誌の時間で
紹介をして頂きました。

３．「ロータリーの友」に更なる興味を持って頂ける様に、
クラブメンバーの皆様に、購読を呼びかけました。

４．今年度中に「ロータリーの友」へ水戸南RC発の記事と
して、活動内容の記事等を掲載したかったのですが、残
念ながらできませんでした。次年度からのロータリー活
動において機会があったら、是非「ロータリーの友」へ
活動内容の投稿をお願いいたします。

Ⅰ2021-2022年度　事業実績報告Ⅰ Ⅰ2021-2022年度　事業実績報告Ⅰ
2－Vol.49  No37（第2303） Vol.49  No37（第2303）－３



５月28日㈯ おひさま食堂開催～参加の会員の皆さん 国歌斉唱（静聴）の様子

ロータリーの時間　篠原会長 米山奨学金授与　アップワ ワドゥ メストリ 
デ シルバ オシニ リドミカさん

会務報告　川﨑（英）出席委員長 会務報告　郡司ニコニコＢＯＸ委員

茨城県ラグビーフットボール協会
賛助会員募集について　橋本会員

情報集会の予定について　及川副幹事

幹事報告　石井幹事 卓話「創立50周年記念事業に向けて」
井澤創立50周年記念事業実行委員長

本日の昼食

幹幹 事事 報報 告告

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

日　時　2022年６月３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　　粂田信行　　石井浩一
　　　　　原口一吉　　志村　保　
理　　事　軍司由佳　　二川隆司　　及川　譲
　　　　　川澄千亜紀　宇留野秀一　鈴木由紀子
　　　　　岡村太郎　　川﨑英輝　　人見光一

議事・決議事項
①新会員候補者（浅野佑介氏）について 〈承　認〉

保留事項　特になし

2021-22年度 第４回臨時理事会 議事録

６月３日㈮ 次年度各委員会合同情報集会が開催され
ました。
出席者（敬称略）　　　　　　　　　　　　 （８名）
〈職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、

国際奉仕・姉妹友好クラブ、会員組織委員会合同〉
粂田信行、及川　譲、米川幸喜、二川隆司、
菊池秀機、橋本　哲、石川啓司、赤岩賢二

1－3奉仕研究会が開催されます。
日　時：６月15日㈬　 18:30～

Ⅰ部　勉強会　18:30～19:00
Ⅱ部　懇親会　19:00～

場　所：でん助居酒屋大工町店
水戸市大工町1-6-18 TEL.221-8987

〈６月の1－3奉仕研究会講師〉 
鈴木憲一ロータリー情報委員長 
二川隆司国際奉仕委員長
桑名武之青少年奉仕委員長 

次回例会日程
日　時：６月17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Ⅱ」

職業分類、奉仕プロジェクト、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、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

１

２

３
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ロータリー親睦活動月間

 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. 地区大会表彰

○ロータリー財団部門
　地区ロータリー財団功労賞 宇留野秀一会員
ポール・ハリス・ソサエティー会員数　第３位
○米山記念奨学会部門
　高額寄付達成クラブ（６千万円）
○クラブ奉仕部門
　在籍40年以上会員
 久保田啓藏会員、長谷川國雄会員
　長寿会員（85歳以上） 長谷川國雄会員

 6. 米山功労者感謝状伝達 粂田信行会員（第６回）
 7. 雑誌の時間「ロータリーの友6月号」 雑誌委員会
 8. 会　食
 9. 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）
10. 幹事報告
11. クラブ協議会「委員会実績報告Ⅰ」

会員組織、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

12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

６月第２例会プログラム
2022年６月10日（金）

前週訂正出席率75.34％
（　）は、Zoom79名 56＋（0）名 23名 72.73％６月第１例会（６月３日）

出席状況

篠原　勉会員……
鈴木憲一会員……
軍司由佳会員……

井澤卓司会員……
粂田信行会員……

川﨑紀子会員……
山本　大会員……
赤岩賢二会員……

宇留野秀一会員…
原口一吉会員……
録田幸裕会員……
石川啓司会員……

米山奨学生のリドミカさん、ようこそ。
井澤会員、卓話よろしく。
米山奨学生のリドミカさんの笑顔が素敵です。今
日はようこそ！
創立50周年記念事業に向けての卓話を行います。
いよいよコロナが終息するのでしょうか？もうす
ぐ次年度が近づいて来ました。
米山奨学生のリドミカさん、こんにちは。
お久し振りです。
米山奨学生のリドミカさん、ようこそいらっしゃ
いました。
皆様、財団寄付に御協力有難うございました。
米山奨学生のリドミカちゃん、こんにちは！！
米山奨学生のリドミカさん、宜しくお願いします。
今月末にフィリピンのマニラでガバナー就任式が
あり、水戸南RCからの消防自動車２台の贈呈式
があります。

■会員メークアップ
4/24　日本REC2650　　水口二良
5/５　ワールド大阪REC　水口二良
5/15　日本REC2650　　水口二良
5/19　ワールド大阪REC　水口二良
5/21　北海道2500REC　水口二良
5/29　ワールド大阪REC　水口二良
5/29　職業奉仕セミナー

長谷川國雄　軍司由佳　北原　実
6/２　笠間RC　太田聖史　高柳益美
6/３　北海道2500REC　野口英壽

■ニコニコBOX（６月３日（金）扱）

この計　　　12件　　　39,000円

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
■ゲスト

水戸RC　横須賀満夫会員
■ビジター
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６月第１例会　６月３日（金）


