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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〜
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幹 事 報 告

2022年８月５日（金）
８月第１例会プログラム

8.
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2022年（令和４年）
８月５日（金）

会員増強・新クラブ結成推進月間

RIテーマ：イマジン ロータリー

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

点鐘・開会
国歌斉唱・ロータリーソング
ビジター・ゲスト紹介
ロータリーの時間
粂田信行会長
新会員入会式
藤沼健二さん
会 食
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）
幹事報告
My Business 卓話
久保田啓藏会員、金原和美会員、赤岩賢二会員
ロータリーソング
点鐘・閉会

１ ８月のロータリーレート
１ドル＝133円
２ 本日、上期分年会費を請求いたしました。
３ ７月31日㈰ 夏休み子供元気プロジェクトが開催さ
れました。
（14名）
参加者（敬称略）
粂田信行、原口一吉、大森 愛、石井浩一、
浅野佑介、岡村太郎、宇留野秀一、中庭浩実、
米田英雄、根本 次、軍司由佳、上野義哉、
谷島孝明、及川 譲

４ My ROTARY活用（勉強会）が開催されます。
日 時：８月７日㈰ 10:00〜（30分前より入室可）
参加者：Zoomにてどなたでも参加できます。
Ｉ Ｄ：328 134 1830
パスコード：RID2820
５ 地区米山記念奨学会世話クラブ・準世話クラブ・学
友会合同セミナーが開催されます。
日 時：８月28日㈰ 10:00〜12:00（予定）
場 所：つくば山水亭
出席者：山下真悟米山記念奨学委員長

７月31日㈰

夏休み子ども
元気プロジェクト
開催!!

６ 会員動向について
本日（８月５日）、藤沼健二会員が入会され、所属
委員会は親睦活動委員会となります。
当クラブの会員数は78名となりました。

当日は、73家族に食材を
配布することができました

水戸南RCの参加メンバー
とボランティアの方々▶

７ 次回例会日程
日 時：８月19日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：卓話「イニシエーションスピーチ」
浅野佑介会員
※８月12日㈮−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。

国際ロータリー第2820地区

水戸南ロータリークラブ

■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

●会 長
●幹 事

粂田
及川

信行
譲

◆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

クラブ会報委員会／委員長：原口一吉

週報

副委員長：金原和美

アドバイザー：綿引甚介

会長エレクト 石川
副会長
兼子
副幹事
赤岩

委員：中庭浩実

啓司
充裕
賢二
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７月第５例会 ７月29日（金）
■ゲスト

■財団BOX（７月29日（金）扱）

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

鈴木憲一会員……財団の友献金（第８回）
$100 13,600円（累計$18,800）
笹館康男会員……財団の友献金（第３回）
$100 13,600円（累計$14,300）
井澤卓司会員……財団の友献金（第３回）
$100 13,600円（累計 $8,300）
粂田信行会員……財団の友献金（第10回）
$100 13,600円（累計 $7,000）
及川 譲会員……ベネファクター献金（第５・６回）
$200 27,200円（累計
$600）

■ビジター
水戸好文RC

坂本敬子会員

■ニコニコBOX（７月29日（金）扱）
粂田信行会員……今日からMy Business卓話が始まります。楽しみ
です。
鈴木由紀子会員…毎日、コロナ感染者数が増えて大変ですね。
久保田啓藏会員…事業所が移転しました。宜しくお願い致します。
兼子充裕会員……７月誕生日の皆様おめでとうございます。
金原和美会員……本日は誕生祝い有難うございます。毎日暑すぎま
すね！皆様どうぞご自愛下さいませ。
高柳益美会員……今日、オシニさんが参加予定外でしたが参加とな
りました。
久保田規子会員…かわいい可愛い息子が10歳になりました。あっ
という間の10年、早いものですね。
川﨑英輝会員……コロナワクチンは本当に効果があるのでしょう
か？
原口一吉会員……今日も生かされて感謝します。
長岡秀典会員……今月、40歳になりました。40代一生懸命に楽し
く頑張ります。
この計
月 計
累 計

10件
63件
63件

31,000円
206,000円
206,000円

ビジター・ゲストの紹介
平山桜子親睦活動副委員長

ロータリーの時間
篠原勉直前会長

この計

５件

兼子充裕会員……米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計280,000円）
鈴木由紀子会員…準米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計 80,000円）
この計

２件

出席報告
７月第５例会（７月29日）
出席状況

20,000円

■会員メークアップ
７/16 地区ロータリー財団・社会奉仕委員会合同研究会
長谷川國雄
谷島孝明
高柳益美
７/19 北海道2500REC
野口英壽
７/23 地区国際奉仕研究会
二川隆司
橋本 哲
７/24 地区青少年奉仕研究会
宇留野秀一 菊池秀機

前年度決算報告 石井浩一直前幹事
（鏡渕洋会計委員長が欠席の為）

My Business 卓話
長谷川國雄会員

81,600円

■米山BOX（７月29日（金）扱）

今年度予算
及川譲幹事

前年度出席率100％会員の皆様

７月誕生日を代表して岡村太郎会員
が挨拶

$600

前年度出席率100％会員の発表
川﨑英輝前年度出席委員長

７月誕生日の会員の皆様

My Business 卓話
久保田規子会員

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

77名

44名

33名

62.86％

My Business 卓話
笹館康男会員

前週訂正出席率78.87％

