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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

クラブ会報委員会／委員長：原口一吉　副委員長：金原和美　アドバイザー：綿引甚介　委員：中庭浩実

●会　長　粂田　信行　会長エレクト　石川　啓司
●幹　事　及川　　譲　副会長　　　　兼子　充裕
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　赤岩　賢二

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：enjoy life ～人生を楽しむ～　 クラブ会長方針：「ENJOY ROTARY」～ロータリーを楽しむ～

週報

RIテーマ：イマジン ロータリー

東海那珂RC事務局変更のご案内（７月１日より）
新住所：〒311-0103

那珂市横堀1721-6 常陸環境開発㈱内
新TEL：090-7517-2473

夏休み子供元気プロジェクトが開催されます。
日　時：７月31日㈰

準備をお手伝いくださる方は9:00～
受付や配布をお手伝いくださる方は10:00～

場　所：双葉台市民センター　水戸市双葉台2-1-5
TEL.251-3991

※御協賛をお待ち致しております。

第１回水戸6RC会長・幹事会が開催されます。
日　時：８月３日㈬　18:30～
場　所：水戸京成ホテル
出席者：粂田信行会長、及川　譲幹事

第１回地区職業奉仕セミナーが開催されます。
日　時：８月６日㈯　登録開始 12:30　開会 13:00
場　所：ホテル日航つくば１F　昴
出席者：米川幸喜職業奉仕委員長

次回例会日程
日　時：７月29日㈮　12:30～　昼の例会となります。
場　所：水戸プラザホテル
内　容：親睦の時間「７月誕生祝」

「My business 卓話」
※７月22日㈮の例会－定款第７条第１節により休会－
　お間違い無いよう宜しくお願い致します。
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 1. 点鐘・開会 
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 粂田信行会長
 5. 会　食
 6. 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）
 7. 幹事報告
 8. クラブ協議会「委員会事業計画Ⅱ」

雑誌、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、
ロータリー財団、米山記念奨学、
ニコニコBOX、会計

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

７月第３例会プログラム
2022年７月15日（金）

前週訂正出席率76.81％
77名 49名 28名 70.00％７月第２例会（７月８日）

出席状況

宮内博夫第３分区ガバナー補佐（水戸東RC）
　　　　　　……

長谷川國雄会員…
粂田信行会員……

髙野　賢会員……
米田英雄会員……
久信田秀一会員…

宇留野秀一会員…
原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…

石井浩一会員……

粂田会長、及川幹事のご活躍をお祈り申し上げま
す。一年間、ご理解とご協力をお願い致します。
粂田会長、及川幹事、本年も宜しくお願いします。
宮内第３分区ガバナー補佐、ようこそいらっしゃ
いました。ご就任おめでとうございます。
粂田会長、及川幹事、一年間宜しくお願い致します。
粂田会長、及川幹事、一年間頑張って下さい。
宮内第３分区ガバナー補佐、本日はご苦労様で
す。宜しくお願いします。
10日に青少年交換全国会議に行ってきます。
宮内第３分区ガバナー補佐、ようこそ。
本日、出席委員会の事業計画を報告します。宜し
くお願い致します。
宮内第３分区ガバナー補佐、一年間宜しくお願い
します。

■会員メークアップ
６/25　諮問委員会　　長谷川國雄
７/１　ガバナー会　　長谷川國雄
７/４　水戸さくらRC　　粂田信行　　及川　譲

■ニコニコBOX（７月８日（金）扱）

第３分区ガバナー補佐　宮内博夫 氏（水戸東RC）■ゲスト

この計　　　10件　　　33,000円

■米山BOX（７月８日（金）扱）
篠原　勉会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計610,000円）
志村　保会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計460,000円）
武田　誠会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計290,000円）
島根昌明会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計281,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計270,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計100,000円）
鈴木さちよ会員…準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）

■財団BOX（７月８日（金）扱）
井澤卓司会員……財団の友献金（第２回）

$100　13,600円（累計$8,200）
粂田信行会員……財団の友献金（第９回）

$100　13,600円（累計$6,900）
小路　實会員……財団の友献金（第４回）

$100　13,600円（累計$3,400）

この計　　　７件　　　70,000円

この計　　　３件　　　$300　　　40,800円

４－Vol.50  No3（第2308）

７月第２例会　７月８日（金）

Vol.50  No3（第2308）－１ 2022年（令和４年）７月15日（金）
ニコニコ・米山・財団特別寄付月間

日　時　2022年７月８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　粂田信行　　兼子充裕　　及川　譲

　　　　　島根昌明　　篠原　勉
理　　事　米川幸喜　　菊池秀機　　赤岩賢二
　　　　　上野義哉　　小泉正史　　山下真悟
　　　　　長岡秀典　　高梨博行　　軍司由佳
　　　　　鈴木由紀子
オブザーバー　宇留野秀一　原口一吉

議事・決議事項
①新会員候補者 藤沼健二氏の推薦について 〈審議承認〉
②奉仕活動予算変更及び会費変更について 〈承　認〉
③社会奉仕委員会「夏休み子供元気プロジェクト」について 〈承　認〉
④奉仕活動中のコロナ陽性について 〈現在３名陽性の件、幹事報告で了承〉
保留事項　特に無し

2022-23年度 第２回臨時理事会 議事録

クラブ協議会
「委員会事業計画Ⅰ」
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７月第２例会　ガバナー補佐就任挨拶
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雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.基本方針
　ロータリアンの義務の一つである「ロータリーの
友」の購読を勧め、ロータリアンとしての活動する
きっかけの一つとなるよう努力をしたい。

２.事業計画
⑴ロータリーの友の記事の紹介
⑵ロータリーの友への投稿の案内

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕・姉
妹友好クラブの各委員会が奉仕活動を円滑に実施で
きるように協力しアドバイス等を行う。

２.事業計画
　各委員会の活動又は各委員会の横断的な活動を支
援するために、情報集会を年２回行う。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.基本方針
　各自の職業を通じて、地域社会に奉仕する事を提
唱していく。
　『四つのテスト』に基づき、職業奉仕の意義と目
的を理解して頂き、ロータリークラブとして『奉仕
の理想』を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。

⑵地域社会に貢献する企業へ職場訪問を行う。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

⑷今年度、会長方針により、例会での卓話の時間にお
いて、会員卓話『My Business』（私の職業）とい
う題目で卓話を行いたいと思っております。会員の
皆様各自の職業紹介、地域社会への職業奉仕、ご自
分の職業ならではのエピソードやご苦労等を、お話
して頂きたいと思います。会員の皆様のご理解、ご
協力を何卒よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.基本方針
・地域社会、住民の生活向上の為の奉仕活動を実施
していく。

・委員会の枠にとらわれず、他の委員会と協力、連
携して奉仕活動を行う。

２.事業計画
・ロータリー財団地区補助金を利用して、水戸市青
柳公園内スケートボード場に大型デジタル電波時
計を寄贈する。

・ボランティアの方々とおひさま食堂を継続していく。
・学校での給食がなくなる夏休み前に、子供たちへ

食材を配布する。
・他の委員会や、会員の方から提案があれば、理事
会等で速やかに検討し、実施していく。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、ロータリーの価値観を学
ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を育成する活
動に協力・支援する。

２.事業計画
＊水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の開催
　　今年度は少年団活動をボランティアで支えてい
る大人の方（中央地区ミニバス協会の運営・資格
を取って審判をする方等）が子供たちの前で脚光
を浴びる場面を準備します。
＊青少年奉仕月間に卓話を実施する。
＊職業奉仕委員会と共同で地域の学校への「出前授
業」を実施する。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.基本方針
①ロータリー７重点項目（平和構築と紛争予防、疾
病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教
育と識字率向上、地域社会の経済発展、環境の保
全）の中から、継続可能な国際奉仕活動を厳選し
実行する。
②創立50周年記念式典開催において、姉妹・友好
クラブへご出席を依頼する。

２.事業計画
①友好・姉妹クラブと協働できる国際奉仕活動を検
討、企画、実行する。
②友好・姉妹クラブに対して創立50周年記念式典
招待状を持参又は送付する。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.基本方針
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
る事を通じて、世界理解、親善、平和を達成できる
ようにすることです。
　この使命に基づき、地区の目標が達成できるよう
会員の皆さんに再度ご理解いただき、ロータリー財
団へのご支援をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付　1人150ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金　1人30ドル目標
⑶ベネファクター（1.000ドル寄付）は１名以上
目標
⑷ロータリー財団の使命に基づき、寄付を有効活用
するため各奉仕委員会と協力を図りながら、地区
補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。
③米山奨学生の国について学び、本人からの報告の
機会を設ける。

２.事業計画
①寄付目標、会員一人当たり25,000円
（普通寄付：5,000円、特別寄付：20,000円）
７月１日現在：77名×25,000円
＊2023年５月まで
②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（スリランカ）の出席毎
に近況報告を実施。
③米山月間（10月）に米山関係者の卓話
④高柳益美カウンセラーと協力して奨学生と交流

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.基本方針
　ニコニコBOXは、奉仕活動の財源となる寄付を
会員の皆様より広く集めることを活動としていきた
いと思います。

　お届けいただいた善意を会員皆様と共有させてい
ただき、クラブ活性化に繋がるように努力いたしま
す。一年間、皆様ご協力をお願い申し上げます。

２.事業計画
⑴１人当たり年間寄付30,000円以上を目標とさせ
ていただきます。
⑵活力あるニコニコBOXコーナーの雰囲気作りに
努力します。
⑶受付にて会員の皆様にご協力のお声かけをさせて
いただきます。
⑷頂いたメッセージをお伝えし、喜びや感謝の気持
ちを分かち合っていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を目指し、予算・決算の厳
正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
①会計・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努めてまいります。
②事務局と連携し、支払事務を遅滞なく行ってまい
ります。
③効率的なクラブ運営のため、各委員会に予算配
分・支払の均衡を協力要請し、予算超過の無いよ
うに取り組んでまいります。

　この度、大野治夫年度のガバナー補佐の大役を拝命
いたしました。水戸東ロータリークラブの宮内博夫で
す。ロータリークラブに入会して今年で28年目で
す。何分にも能力不足でございますので、皆様方のご
支援ご指導を仰ぎながら、責務を果たしてまいりま
す。よろしくお願い申し上げます。
　ガバナー補佐の役割につきましては、ガバナーの運
営方針、考えを共有した上でクラブをサポートするこ
とと考えています。
　今年度、国際ロータリー ジェニファー・ジョーンズ
会長のテーマは、「IMAGINE ROTARY」で「大きな
夢を叶えたロータリーを想像してください」。
　また、大野治夫ガバナーのスローガンは「enjoy life 
～人生を楽しむ～」、地区目標は「一人一人が想像力
を持って奉仕する」で具体的な目標としまして、
　①クラブサポートと地区運営強化
　②質の高い奉仕活動の推進
　③公共イメージの向上
　④ロータリー財団の活用と支援
　⑤米山記念奨学会の支援
　⑥環境保全の推進
　⑦国際大会に参加しよう
の７項目が示されました。
　そして今年度の主な行事日程は、９月18日㈰に

「ロータリーデー」「ロータリー地球環境保全プロ
ジェクト」を開催します。昨年は分区で海岸美化プロ
ジェクトを行いましたが、今年度は河川、湖沼などの
清掃を水戸市内6RC合同、笠間RC、友部RC、それ
ぞれに行っていただきます。そして「ロータリー地球
環境保全フォトコンテスト」として環境保全をテーマ
とした写真をお撮りいただきガバナー事務所に提出し
ていただきます。10月29日㈯・30日㈰に地区大会、
11月17日㈭に昨年日本女子プロゴルフ選手権が行わ
れた静ヒルズカントリークラブで第３分区親睦ゴルフ
大会を予定、IMは２月18日㈯に中村澄夫第３分区IM
リーダーの下、水戸三の丸ホテルで13時から開催予
定でございます。
　現在、新型コロナウイルス感染拡大により社会活動
が大きく制限され、またロシア軍によるウクライナ侵
攻により、国際情勢や経済環境の変化が起きていま
す。
　ロータリー活動にも影響があり、従来の活動を維持
することが難しい環境にありますが、今年度のテーマ
の下、地区とクラブが、更に強いつながりとなります
よう、よろしくお願い申し上げます。
　最後になりますが、今期ガバナー補佐としての責務
を、会員の皆様に十分果たすことができますよう、皆
様方のご支援ご指導よろしくお願い申し上げます。

第３分区ガバナー補佐　宮内博夫 氏（水戸東RC）
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雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.基本方針
　ロータリアンの義務の一つである「ロータリーの
友」の購読を勧め、ロータリアンとしての活動する
きっかけの一つとなるよう努力をしたい。

２.事業計画
⑴ロータリーの友の記事の紹介
⑵ロータリーの友への投稿の案内

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕・姉
妹友好クラブの各委員会が奉仕活動を円滑に実施で
きるように協力しアドバイス等を行う。

２.事業計画
　各委員会の活動又は各委員会の横断的な活動を支
援するために、情報集会を年２回行う。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.基本方針
　各自の職業を通じて、地域社会に奉仕する事を提
唱していく。
　『四つのテスト』に基づき、職業奉仕の意義と目
的を理解して頂き、ロータリークラブとして『奉仕
の理想』を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。

⑵地域社会に貢献する企業へ職場訪問を行う。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。

⑷今年度、会長方針により、例会での卓話の時間にお
いて、会員卓話『My Business』（私の職業）とい
う題目で卓話を行いたいと思っております。会員の
皆様各自の職業紹介、地域社会への職業奉仕、ご自
分の職業ならではのエピソードやご苦労等を、お話
して頂きたいと思います。会員の皆様のご理解、ご
協力を何卒よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.基本方針
・地域社会、住民の生活向上の為の奉仕活動を実施
していく。

・委員会の枠にとらわれず、他の委員会と協力、連
携して奉仕活動を行う。

２.事業計画
・ロータリー財団地区補助金を利用して、水戸市青
柳公園内スケートボード場に大型デジタル電波時
計を寄贈する。

・ボランティアの方々とおひさま食堂を継続していく。
・学校での給食がなくなる夏休み前に、子供たちへ

食材を配布する。
・他の委員会や、会員の方から提案があれば、理事
会等で速やかに検討し、実施していく。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、ロータリーの価値観を学
ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を育成する活
動に協力・支援する。

２.事業計画
＊水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の開催
　　今年度は少年団活動をボランティアで支えてい
る大人の方（中央地区ミニバス協会の運営・資格
を取って審判をする方等）が子供たちの前で脚光
を浴びる場面を準備します。
＊青少年奉仕月間に卓話を実施する。
＊職業奉仕委員会と共同で地域の学校への「出前授
業」を実施する。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.基本方針
①ロータリー７重点項目（平和構築と紛争予防、疾
病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教
育と識字率向上、地域社会の経済発展、環境の保
全）の中から、継続可能な国際奉仕活動を厳選し
実行する。
②創立50周年記念式典開催において、姉妹・友好
クラブへご出席を依頼する。

２.事業計画
①友好・姉妹クラブと協働できる国際奉仕活動を検
討、企画、実行する。
②友好・姉妹クラブに対して創立50周年記念式典
招待状を持参又は送付する。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.基本方針
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
る事を通じて、世界理解、親善、平和を達成できる
ようにすることです。
　この使命に基づき、地区の目標が達成できるよう
会員の皆さんに再度ご理解いただき、ロータリー財
団へのご支援をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付　1人150ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金　1人30ドル目標
⑶ベネファクター（1.000ドル寄付）は１名以上
目標
⑷ロータリー財団の使命に基づき、寄付を有効活用
するため各奉仕委員会と協力を図りながら、地区
補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。
③米山奨学生の国について学び、本人からの報告の
機会を設ける。

２.事業計画
①寄付目標、会員一人当たり25,000円
（普通寄付：5,000円、特別寄付：20,000円）
７月１日現在：77名×25,000円
＊2023年５月まで
②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（スリランカ）の出席毎
に近況報告を実施。
③米山月間（10月）に米山関係者の卓話
④高柳益美カウンセラーと協力して奨学生と交流

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.基本方針
　ニコニコBOXは、奉仕活動の財源となる寄付を
会員の皆様より広く集めることを活動としていきた
いと思います。

　お届けいただいた善意を会員皆様と共有させてい
ただき、クラブ活性化に繋がるように努力いたしま
す。一年間、皆様ご協力をお願い申し上げます。

２.事業計画
⑴１人当たり年間寄付30,000円以上を目標とさせ
ていただきます。
⑵活力あるニコニコBOXコーナーの雰囲気作りに
努力します。
⑶受付にて会員の皆様にご協力のお声かけをさせて
いただきます。
⑷頂いたメッセージをお伝えし、喜びや感謝の気持
ちを分かち合っていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を目指し、予算・決算の厳
正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
①会計・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努めてまいります。
②事務局と連携し、支払事務を遅滞なく行ってまい
ります。
③効率的なクラブ運営のため、各委員会に予算配
分・支払の均衡を協力要請し、予算超過の無いよ
うに取り組んでまいります。

　この度、大野治夫年度のガバナー補佐の大役を拝命
いたしました。水戸東ロータリークラブの宮内博夫で
す。ロータリークラブに入会して今年で28年目で
す。何分にも能力不足でございますので、皆様方のご
支援ご指導を仰ぎながら、責務を果たしてまいりま
す。よろしくお願い申し上げます。
　ガバナー補佐の役割につきましては、ガバナーの運
営方針、考えを共有した上でクラブをサポートするこ
とと考えています。
　今年度、国際ロータリー ジェニファー・ジョーンズ
会長のテーマは、「IMAGINE ROTARY」で「大きな
夢を叶えたロータリーを想像してください」。
　また、大野治夫ガバナーのスローガンは「enjoy life 
～人生を楽しむ～」、地区目標は「一人一人が想像力
を持って奉仕する」で具体的な目標としまして、
　①クラブサポートと地区運営強化
　②質の高い奉仕活動の推進
　③公共イメージの向上
　④ロータリー財団の活用と支援
　⑤米山記念奨学会の支援
　⑥環境保全の推進
　⑦国際大会に参加しよう
の７項目が示されました。
　そして今年度の主な行事日程は、９月18日㈰に

「ロータリーデー」「ロータリー地球環境保全プロ
ジェクト」を開催します。昨年は分区で海岸美化プロ
ジェクトを行いましたが、今年度は河川、湖沼などの
清掃を水戸市内6RC合同、笠間RC、友部RC、それ
ぞれに行っていただきます。そして「ロータリー地球
環境保全フォトコンテスト」として環境保全をテーマ
とした写真をお撮りいただきガバナー事務所に提出し
ていただきます。10月29日㈯・30日㈰に地区大会、
11月17日㈭に昨年日本女子プロゴルフ選手権が行わ
れた静ヒルズカントリークラブで第３分区親睦ゴルフ
大会を予定、IMは２月18日㈯に中村澄夫第３分区IM
リーダーの下、水戸三の丸ホテルで13時から開催予
定でございます。
　現在、新型コロナウイルス感染拡大により社会活動
が大きく制限され、またロシア軍によるウクライナ侵
攻により、国際情勢や経済環境の変化が起きていま
す。
　ロータリー活動にも影響があり、従来の活動を維持
することが難しい環境にありますが、今年度のテーマ
の下、地区とクラブが、更に強いつながりとなります
よう、よろしくお願い申し上げます。
　最後になりますが、今期ガバナー補佐としての責務
を、会員の皆様に十分果たすことができますよう、皆
様方のご支援ご指導よろしくお願い申し上げます。

第３分区ガバナー補佐　宮内博夫 氏（水戸東RC）
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友」の購読を勧め、ロータリアンとしての活動する
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⑴ロータリーの友の記事の紹介
⑵ロータリーの友への投稿の案内

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕・姉
妹友好クラブの各委員会が奉仕活動を円滑に実施で
きるように協力しアドバイス等を行う。

２.事業計画
　各委員会の活動又は各委員会の横断的な活動を支
援するために、情報集会を年２回行う。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.基本方針
　各自の職業を通じて、地域社会に奉仕する事を提
唱していく。
　『四つのテスト』に基づき、職業奉仕の意義と目
的を理解して頂き、ロータリークラブとして『奉仕
の理想』を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵地域社会に貢献する企業へ職場訪問を行う。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。
⑷今年度、会長方針により、例会での卓話の時間にお
いて、会員卓話『My Business』（私の職業）とい
う題目で卓話を行いたいと思っております。会員の
皆様各自の職業紹介、地域社会への職業奉仕、ご自
分の職業ならではのエピソードやご苦労等を、お話
して頂きたいと思います。会員の皆様のご理解、ご
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委員長　二川　隆司
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・地域社会、住民の生活向上の為の奉仕活動を実施
していく。
・委員会の枠にとらわれず、他の委員会と協力、連
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・ロータリー財団地区補助金を利用して、水戸市青
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・ボランティアの方々とおひさま食堂を継続していく。
・学校での給食がなくなる夏休み前に、子供たちへ

食材を配布する。
・他の委員会や、会員の方から提案があれば、理事
会等で速やかに検討し、実施していく。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機
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動に協力・支援する。

２.事業計画
＊水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の開催
　　今年度は少年団活動をボランティアで支えてい
る大人の方（中央地区ミニバス協会の運営・資格
を取って審判をする方等）が子供たちの前で脚光
を浴びる場面を準備します。
＊青少年奉仕月間に卓話を実施する。
＊職業奉仕委員会と共同で地域の学校への「出前授
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討、企画、実行する。
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招待状を持参又は送付する。
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　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
る事を通じて、世界理解、親善、平和を達成できる
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会員の皆さんに再度ご理解いただき、ロータリー財
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⑴年次寄付　1人150ドル目標
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①寄付目標、会員一人当たり25,000円
（普通寄付：5,000円、特別寄付：20,000円）
７月１日現在：77名×25,000円
＊2023年５月まで

②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（スリランカ）の出席毎
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　また、大野治夫ガバナーのスローガンは「enjoy life 
～人生を楽しむ～」、地区目標は「一人一人が想像力
を持って奉仕する」で具体的な目標としまして、
　①クラブサポートと地区運営強化
　②質の高い奉仕活動の推進
　③公共イメージの向上
　④ロータリー財団の活用と支援
　⑤米山記念奨学会の支援
　⑥環境保全の推進
　⑦国際大会に参加しよう
の７項目が示されました。
　そして今年度の主な行事日程は、９月18日㈰に

「ロータリーデー」「ロータリー地球環境保全プロ
ジェクト」を開催します。昨年は分区で海岸美化プロ
ジェクトを行いましたが、今年度は河川、湖沼などの
清掃を水戸市内6RC合同、笠間RC、友部RC、それ
ぞれに行っていただきます。そして「ロータリー地球
環境保全フォトコンテスト」として環境保全をテーマ
とした写真をお撮りいただきガバナー事務所に提出し
ていただきます。10月29日㈯・30日㈰に地区大会、
11月17日㈭に昨年日本女子プロゴルフ選手権が行わ
れた静ヒルズカントリークラブで第３分区親睦ゴルフ
大会を予定、IMは２月18日㈯に中村澄夫第３分区IM
リーダーの下、水戸三の丸ホテルで13時から開催予
定でございます。
　現在、新型コロナウイルス感染拡大により社会活動
が大きく制限され、またロシア軍によるウクライナ侵
攻により、国際情勢や経済環境の変化が起きていま
す。
　ロータリー活動にも影響があり、従来の活動を維持
することが難しい環境にありますが、今年度のテーマ
の下、地区とクラブが、更に強いつながりとなります
よう、よろしくお願い申し上げます。
　最後になりますが、今期ガバナー補佐としての責務
を、会員の皆様に十分果たすことができますよう、皆
様方のご支援ご指導よろしくお願い申し上げます。

第３分区ガバナー補佐　宮内博夫 氏（水戸東RC）

2022-2023年度　委員会事業計画Ⅱ 2022-2023年度　委員会事業計画Ⅱ

７月第２例会　ガバナー補佐就任挨拶
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雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.基本方針
　ロータリアンの義務の一つである「ロータリーの
友」の購読を勧め、ロータリアンとしての活動する
きっかけの一つとなるよう努力をしたい。

２.事業計画
⑴ロータリーの友の記事の紹介
⑵ロータリーの友への投稿の案内

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.基本方針
　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕・姉
妹友好クラブの各委員会が奉仕活動を円滑に実施で
きるように協力しアドバイス等を行う。

２.事業計画
　各委員会の活動又は各委員会の横断的な活動を支
援するために、情報集会を年２回行う。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.基本方針
　各自の職業を通じて、地域社会に奉仕する事を提
唱していく。
　『四つのテスト』に基づき、職業奉仕の意義と目
的を理解して頂き、ロータリークラブとして『奉仕
の理想』を実践していく。

２.事業計画
⑴職業奉仕の実践に不可欠な『四つのテスト』を例
会場に掲示する。
⑵地域社会に貢献する企業へ職場訪問を行う。
⑶地域社会への奉仕活動として、青少年奉仕委員会
と連携を図り『出前授業』を実施する。
⑷今年度、会長方針により、例会での卓話の時間にお
いて、会員卓話『My Business』（私の職業）とい
う題目で卓話を行いたいと思っております。会員の
皆様各自の職業紹介、地域社会への職業奉仕、ご自
分の職業ならではのエピソードやご苦労等を、お話
して頂きたいと思います。会員の皆様のご理解、ご
協力を何卒よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.基本方針
・地域社会、住民の生活向上の為の奉仕活動を実施
していく。
・委員会の枠にとらわれず、他の委員会と協力、連
携して奉仕活動を行う。

２.事業計画
・ロータリー財団地区補助金を利用して、水戸市青
柳公園内スケートボード場に大型デジタル電波時
計を寄贈する。
・ボランティアの方々とおひさま食堂を継続していく。
・学校での給食がなくなる夏休み前に、子供たちへ

食材を配布する。
・他の委員会や、会員の方から提案があれば、理事
会等で速やかに検討し、実施していく。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.基本方針
　次世代を担う青少年が、ロータリーの価値観を学
ぶ機会を提供し、地域に貢献する人材を育成する活
動に協力・支援する。

２.事業計画
＊水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の開催
　　今年度は少年団活動をボランティアで支えてい
る大人の方（中央地区ミニバス協会の運営・資格
を取って審判をする方等）が子供たちの前で脚光
を浴びる場面を準備します。
＊青少年奉仕月間に卓話を実施する。
＊職業奉仕委員会と共同で地域の学校への「出前授
業」を実施する。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.基本方針
①ロータリー７重点項目（平和構築と紛争予防、疾
病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教
育と識字率向上、地域社会の経済発展、環境の保
全）の中から、継続可能な国際奉仕活動を厳選し
実行する。
②創立50周年記念式典開催において、姉妹・友好
クラブへご出席を依頼する。

２.事業計画
①友好・姉妹クラブと協働できる国際奉仕活動を検
討、企画、実行する。
②友好・姉妹クラブに対して創立50周年記念式典
招待状を持参又は送付する。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.基本方針
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済す
る事を通じて、世界理解、親善、平和を達成できる
ようにすることです。
　この使命に基づき、地区の目標が達成できるよう
会員の皆さんに再度ご理解いただき、ロータリー財
団へのご支援をお願いする。

２.事業計画
⑴年次寄付　1人150ドル目標
⑵ポリオ撲滅基金　1人30ドル目標
⑶ベネファクター（1.000ドル寄付）は１名以上
目標
⑷ロータリー財団の使命に基づき、寄付を有効活用
するため各奉仕委員会と協力を図りながら、地区
補助金申請等を行う。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.基本方針
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。

②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。

③米山奨学生の国について学び、本人からの報告の
機会を設ける。

２.事業計画
①寄付目標、会員一人当たり25,000円
（普通寄付：5,000円、特別寄付：20,000円）
７月１日現在：77名×25,000円
＊2023年５月まで

②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（スリランカ）の出席毎
に近況報告を実施。

③米山月間（10月）に米山関係者の卓話
④高柳益美カウンセラーと協力して奨学生と交流

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.基本方針
　ニコニコBOXは、奉仕活動の財源となる寄付を
会員の皆様より広く集めることを活動としていきた
いと思います。

　お届けいただいた善意を会員皆様と共有させてい
ただき、クラブ活性化に繋がるように努力いたしま
す。一年間、皆様ご協力をお願い申し上げます。

２.事業計画
⑴１人当たり年間寄付30,000円以上を目標とさせ
ていただきます。
⑵活力あるニコニコBOXコーナーの雰囲気作りに
努力します。
⑶受付にて会員の皆様にご協力のお声かけをさせて
いただきます。
⑷頂いたメッセージをお伝えし、喜びや感謝の気持
ちを分かち合っていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.基本方針
　クラブ会計の健全財政を目指し、予算・決算の厳
正な会計処理を実行いたします。

２.事業計画
①会計・幹事と連携し、クラブの運営が資金面で円
滑に行えるように努めてまいります。
②事務局と連携し、支払事務を遅滞なく行ってまい
ります。
③効率的なクラブ運営のため、各委員会に予算配
分・支払の均衡を協力要請し、予算超過の無いよ
うに取り組んでまいります。

　この度、大野治夫年度のガバナー補佐の大役を拝命
いたしました。水戸東ロータリークラブの宮内博夫で
す。ロータリークラブに入会して今年で28年目で
す。何分にも能力不足でございますので、皆様方のご
支援ご指導を仰ぎながら、責務を果たしてまいりま
す。よろしくお願い申し上げます。
　ガバナー補佐の役割につきましては、ガバナーの運
営方針、考えを共有した上でクラブをサポートするこ
とと考えています。
　今年度、国際ロータリー ジェニファー・ジョーンズ
会長のテーマは、「IMAGINE ROTARY」で「大きな
夢を叶えたロータリーを想像してください」。
　また、大野治夫ガバナーのスローガンは「enjoy life 
～人生を楽しむ～」、地区目標は「一人一人が想像力
を持って奉仕する」で具体的な目標としまして、
　①クラブサポートと地区運営強化
　②質の高い奉仕活動の推進
　③公共イメージの向上
　④ロータリー財団の活用と支援
　⑤米山記念奨学会の支援
　⑥環境保全の推進
　⑦国際大会に参加しよう
の７項目が示されました。
　そして今年度の主な行事日程は、９月18日㈰に

「ロータリーデー」「ロータリー地球環境保全プロ
ジェクト」を開催します。昨年は分区で海岸美化プロ
ジェクトを行いましたが、今年度は河川、湖沼などの
清掃を水戸市内6RC合同、笠間RC、友部RC、それ
ぞれに行っていただきます。そして「ロータリー地球
環境保全フォトコンテスト」として環境保全をテーマ
とした写真をお撮りいただきガバナー事務所に提出し
ていただきます。10月29日㈯・30日㈰に地区大会、
11月17日㈭に昨年日本女子プロゴルフ選手権が行わ
れた静ヒルズカントリークラブで第３分区親睦ゴルフ
大会を予定、IMは２月18日㈯に中村澄夫第３分区IM
リーダーの下、水戸三の丸ホテルで13時から開催予
定でございます。
　現在、新型コロナウイルス感染拡大により社会活動
が大きく制限され、またロシア軍によるウクライナ侵
攻により、国際情勢や経済環境の変化が起きていま
す。
　ロータリー活動にも影響があり、従来の活動を維持
することが難しい環境にありますが、今年度のテーマ
の下、地区とクラブが、更に強いつながりとなります
よう、よろしくお願い申し上げます。
　最後になりますが、今期ガバナー補佐としての責務
を、会員の皆様に十分果たすことができますよう、皆
様方のご支援ご指導よろしくお願い申し上げます。

第３分区ガバナー補佐　宮内博夫 氏（水戸東RC）
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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：原口一吉　副委員長：金原和美　アドバイザー：綿引甚介　委員：中庭浩実

●会　長　粂田　信行　会長エレクト　石川　啓司
●幹　事　及川　　譲　副会長　　　　兼子　充裕
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　赤岩　賢二

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：enjoy life ～人生を楽しむ～　 クラブ会長方針：「ENJOY ROTARY」～ロータリーを楽しむ～

週報

RIテーマ：イマジン ロータリー

東海那珂RC事務局変更のご案内（７月１日より）
新住所：〒311-0103

那珂市横堀1721-6 常陸環境開発㈱内
新TEL：090-7517-2473

夏休み子供元気プロジェクトが開催されます。
日　時：７月31日㈰

準備をお手伝いくださる方は9:00～
受付や配布をお手伝いくださる方は10:00～

場　所：双葉台市民センター　水戸市双葉台2-1-5
TEL.251-3991

※御協賛をお待ち致しております。

第１回水戸6RC会長・幹事会が開催されます。
日　時：８月３日㈬　18:30～
場　所：水戸京成ホテル
出席者：粂田信行会長、及川　譲幹事

第１回地区職業奉仕セミナーが開催されます。
日　時：８月６日㈯　登録開始 12:30　開会 13:00
場　所：ホテル日航つくば１F　昴
出席者：米川幸喜職業奉仕委員長

次回例会日程
日　時：７月29日㈮　12:30～　昼の例会となります。
場　所：水戸プラザホテル
内　容：親睦の時間「７月誕生祝」

「My business 卓話」
※７月22日㈮の例会－定款第７条第１節により休会－
　お間違い無いよう宜しくお願い致します。

１

２

３

４

５

 1. 点鐘・開会 
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 粂田信行会長
 5. 会　食
 6. 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）
 7. 幹事報告
 8. クラブ協議会「委員会事業計画Ⅱ」

雑誌、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、
ロータリー財団、米山記念奨学、
ニコニコBOX、会計

 9. ロータリーソング
10. 点鐘・閉会

７月第３例会プログラム
2022年７月15日（金）

前週訂正出席率76.81％
77名 49名 28名 70.00％７月第２例会（７月８日）

出席状況

宮内博夫第３分区ガバナー補佐（水戸東RC）
　　　　　　……

長谷川國雄会員…
粂田信行会員……

髙野　賢会員……
米田英雄会員……
久信田秀一会員…

宇留野秀一会員…
原口一吉会員……
鈴木由紀子会員…

石井浩一会員……

粂田会長、及川幹事のご活躍をお祈り申し上げま
す。一年間、ご理解とご協力をお願い致します。
粂田会長、及川幹事、本年も宜しくお願いします。
宮内第３分区ガバナー補佐、ようこそいらっしゃ
いました。ご就任おめでとうございます。
粂田会長、及川幹事、一年間宜しくお願い致します。
粂田会長、及川幹事、一年間頑張って下さい。
宮内第３分区ガバナー補佐、本日はご苦労様で
す。宜しくお願いします。
10日に青少年交換全国会議に行ってきます。
宮内第３分区ガバナー補佐、ようこそ。
本日、出席委員会の事業計画を報告します。宜し
くお願い致します。
宮内第３分区ガバナー補佐、一年間宜しくお願い
します。

■会員メークアップ
６/25　諮問委員会　　長谷川國雄
７/１　ガバナー会　　長谷川國雄
７/４　水戸さくらRC　　粂田信行　　及川　譲

■ニコニコBOX（７月８日（金）扱）

第３分区ガバナー補佐　宮内博夫 氏（水戸東RC）■ゲスト

この計　　　10件　　　33,000円

■米山BOX（７月８日（金）扱）
篠原　勉会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計610,000円）
志村　保会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計460,000円）
武田　誠会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計290,000円）
島根昌明会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計281,000円）
高柳益美会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計270,000円）
原口一吉会員……準米山功労者献金（第10回）

10,000円（累計100,000円）
鈴木さちよ会員…準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）

■財団BOX（７月８日（金）扱）
井澤卓司会員……財団の友献金（第２回）

$100　13,600円（累計$8,200）
粂田信行会員……財団の友献金（第９回）

$100　13,600円（累計$6,900）
小路　實会員……財団の友献金（第４回）

$100　13,600円（累計$3,400）

この計　　　７件　　　70,000円

この計　　　３件　　　$300　　　40,800円

４－Vol.50  No3（第2308）

７月第２例会　７月８日（金）

Vol.50  No3（第2308）－１ 2022年（令和４年）７月15日（金）
ニコニコ・米山・財団特別寄付月間

日　時　2022年７月８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　粂田信行　　兼子充裕　　及川　譲

　　　　　島根昌明　　篠原　勉
理　　事　米川幸喜　　菊池秀機　　赤岩賢二
　　　　　上野義哉　　小泉正史　　山下真悟
　　　　　長岡秀典　　高梨博行　　軍司由佳
　　　　　鈴木由紀子
オブザーバー　宇留野秀一　原口一吉

議事・決議事項
①新会員候補者 藤沼健二氏の推薦について 〈審議承認〉
②奉仕活動予算変更及び会費変更について 〈承　認〉
③社会奉仕委員会「夏休み子供元気プロジェクト」について 〈承　認〉
④奉仕活動中のコロナ陽性について 〈現在３名陽性の件、幹事報告で了承〉
保留事項　特に無し

2022-23年度 第２回臨時理事会 議事録

クラブ協議会
「委員会事業計画Ⅰ」


