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〜
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幹 事 報 告

2022年８月19日（金）
８月第３例会プログラム

１ 松本隆史会員の役職が変わりました。

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. 米山功労者感謝状伝達 原口一吉会員（第１回）
6. 雑誌の時間
人見光一雑誌委員長
7. 「消防自動車寄贈の報告」 前年度国際奉仕委員会
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. 卓話「イニシエーションスピーチ」 浅野佑介会員
12. ロータリーソング
13. 点鐘・閉会

My Ｂusiness 卓話
金原和美会員

2022年（令和４年）
８月19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

My Ｂusiness 卓話
久保田啓藏会員

My Ｂusiness 卓話
赤岩賢二会員

2022-23年度 第２回臨時理事会 議事録
日 時
場 所
出席者

2022年８月５日㈮ 12:15〜
水戸プラザホテル 水戸市千波町2078-1
役
員 粂田信行 石川啓司 兼子充裕 及川 譲
島根昌明 篠原 勉
理
事 米川幸喜 二川隆司 菊池秀機 赤岩賢二
上野義哉 山下真悟 長岡秀典 鈴木由紀子
議事・決議事項
①新会員候補者 藤沼健二氏入会について（２回目審議） 《承 認》
②８月26日の例会について 《家族納涼例会中止、昼の例会へ変更にて承認》
保留事項 特に無し

国際ロータリー第2820地区

冨士オフセット印刷株式会社
代表取締役→代表取締役会長

２ 地区青少年長期交換プログラム、長期交換派遣学生
の募集が来ております。
派 遣 先：アメリカ・フランス・タイ
派遣期間：2023年８月下旬から2024年６月下旬
（約10カ月）
募集人員：３名
応募資格：①茨城県内に居住又は公私立中学高等学
校に在学、派遣時15歳以上19歳未満
の心身ともに健康で特に精神力に優れ
た人物、ロータリアンの子弟可
②学校での成績が上位ニ分の一以上特に
英語力に優れ、英検準２級以上取得
者、又はそれに準ずる英語力
③交換で相手国から派遣された学生のホ
ストファミリーとして、家族が受け入
れを承諾できる家庭であること。（一
家庭４カ月）
申込方法：ロータリークラブ推薦を受け、所定の申
請書必要書類を添えて申し込む。申請書
は、ウェブサイトRIJYEMを検索し、和
文で記入しプリントアウトする。
締 切 日：９月６日㈫ 大野治夫ガバナー事務所必着
※詳細については、菊池秀機青少年奉仕委員長又
は、宇留野秀一地区青少年交換委員長にお尋ねく
ださい。
３ 次回例会日程

※８月26日は夜の例会を中止し、昼例会となります。
日 時：８月26日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：My Business 卓話

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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８月第１例会 ８月５日（金）
■ビジター

■会員メークアップ

水戸さくらRC

高野義久会長

岡田

柊会員

柴﨑芳輝会員

■ニコニコBOX（８月５日（金）扱）
粂田信行会員……藤沼新会員、入会おめでとう。歓迎します。第２
回目のMy Business卓話楽しみです。
藤沼健二会員……本日入会させて頂きます藤沼です。宜しくお願い
致します。
松本隆史会員……遅くなりましたが、篠原直前会長、石井直前幹事
ご苦労様でした。又、今年度の粂田会長、及川幹
事、一年間宜しく。
久保田啓藏会員…８月３日に満81歳の誕生日を記念して。
篠原 勉会員……藤沼新会員の入会を祝して。
島根昌明会員……藤沼健二新会員、入会おめでとうございます。
小川啓子会員……本日、４回目のワクチン接種を受けてきます。
赤岩賢二会員……My Business卓話をします。宜しくお願いします。
高柳益美会員……藤沼新会員、頑張って下さい。
久保田規子会員…藤沼新会員、これから宜しくお願いします。
原口一吉会員……藤沼新会員、水戸南RC入会をお待ちしていまし
た。水戸南RCが一番、美男美女のクラブです。
水戸南RCご入会おめでとうございます。
平山桜子会員……藤沼新会員、
小路 實会員……藤沼健二新会員、ご入会おめでとうございます。
石川啓司会員……68歳の夏は辛いフィリピンでの15日間でした。
誕生祝い有難うございました。
奈良早苗会員……最近の笑える話その１、我家のゴキブリは食べる
物が無く、神棚のお米を食べていました。何だか
可愛そう！！
岡村太郎会員……藤沼新会員ご入会おめでとうございます。楽しい
ロータリーライフを！
山下真悟会員……藤沼新会員ご入会おめでとうございます。一緒に
水戸南RCを盛り上げていきましょう。
長岡秀典会員……藤沼新会員ご入会おめでとうございます。
この計

18件

６/30 友部RCマングローブ植樹 この指とまれプロジェ
クト現地視察
石川啓司
二川隆司
RI3810地区日本訪問団歓迎晩餐会
石川啓司
二川隆司
７/ １ 中古消防自動車贈呈式
石川啓司
二川隆司
RI3810地区ガバナー交替式典
石川啓司
二川隆司
８/ ２ 友部RC
太田聖史
８/ ４ 笠間RC
太田聖史
高柳益美

新会員の藤沼健二さん

2022-23年度 第２回定例理事会 議事録
日 時 2022年８月１日㈪ 18:30〜
場 所 四川料理「天天」 水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F
出席者 役
員 粂田信行
石川啓司
及川 譲
島根昌明
篠原 勉
理
事 米川幸喜
菊池秀機
橋本 哲
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
川澄千亜紀
オブザーバー 宇留野秀一
議事・決議事項
①2022-23年度コロナ陽性急増にて
（休会・夜の例会・
家族例会・1−3奉仕研究会）
今後の方針 《承 認》
⑴前年度の水戸南RC休会条件を継承する。但し、
Zoom例会は行わない。
（８月26日）
は８月17日の状況にて決定する。
⑵夜の例会
⑶家族納涼例会は中止とし、夜の例会は、８月17
日に内容・時間等を決定する。
⑷1−3奉仕研究会は８月10日は開催する。但し、
人数制限、会場は感染予防対策を必須とする。
⑸会員が陽性者となった場合は、本人の同意のもと
に公表する。
②８・９月プログラムについて
《承 認》
③この指とまれ事業 （フィリピン消防自動車寄贈）
の際の対処について（コロナ陽性者となり、帰国延
期、滞在費、旅費増額等が生じた場合） 《承 認》
・慶弔規定に従い、第10条により、理事会決議と
し、見舞金を贈呈する。
④９月16日例会変更の９月18日ロータリーデー移動
例会について
《承 認》
⑤水戸プラザホテル様料金の値上げについて
《会長・幹事交渉預かりとする》
保留事項
①おひさま食堂の運営について
・今後の理事会にて継続審議
次回定例理事会
〈第３回定例理事会〉
日 時 2022年８月29日㈪
理事会 18:30〜 懇親会 19:30〜
場 所 四川料理「天天」

49,000円

■財団BOX（８月５日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金（第９回）
$100 13,300円（累計$18,900）
粂田信行会員……財団の友献金（第１回）
$100 13,300円（累計 $7,100）
鈴木さちよ会員…財団の友献金（第５回）
$100 13,300円（累計
$500）
この計

３件

$300

39,900円

■米山BOX（８月５日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計1,070,000円）
米田英雄会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計 520,000円）
石井浩一会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計 220,000円）
この計

３件

30,000円

出席報告
８月第１例会（８月５日）
出席状況

粂田信行会長より新会員資料を受け取る
藤沼健二新会員

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

78名

48名

30名

65.75％

前週訂正出席率72.86％

