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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９月２日（金）
９月第１例会プログラム

6.
7.
8.
9.

10.
11.

１ ９月のロータリーレート

点鐘・開会
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
ビジター・ゲスト紹介
ロータリーの時間
粂田信行会長
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 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
郡司恵一郎会員（時計貴金属販売・㈱郡司宝石）
平山桜子会員（楽器小売業・㈱平山ピアノ社）
岡村太郎会員（保健衛生業・ウメザワ産業㈱）
ロータリーソング
点鐘・閉会

開会の点鐘

2022年（令和４年）
９月２日（金）

基本的教育と識字率向上／ロータリーの友月間

RIテーマ：イマジン ロータリー

1.
2.
3.
4.
5.

週報

米山記念奨学の報告

山下真悟委員長

１ドル＝139円

２ ロータリーデー 水戸市内6RC環境保全活動が開催
されます。
日

時：９月18日㈰ 9:00〜11:40
小雨決行（予備日：９月25日㈰）
目 的：水戸市水源周辺の環境保全活動を行い、水
源地及びその流域の重要性を認識し、今後
の市民への啓蒙活動の礎とする。
清掃場所：水戸駅南口桜川沿い（ホテルシーズン⇔合同庁舎）
集合場所：水戸市役所本庁舎東側広場
（駐車場は市役所無料駐車場）
※出欠は９月９日㈮までに、らくらく連絡網又は幹
事までお申し出ください。
※9月16日㈮の例会が変更となります。
３ 水戸5RC例会日時・場所変更及び休会のお知らせ
水

戸RC…９月６日㈫・13日㈫・27日㈫
於 ホテル テラス ザ ガーデン水戸
９月20日㈫ 定款第７条第１節により休会
水戸西RC…９月14日㈬ 定款第７条第１節により休会
水戸東RC…９月15日㈭→９月18日㈰ 9:00
於 水戸市役所駐車場
（水戸市内6RC環境保全活動の為）
９月29日㈭ 定款第７条第１節により休会
水戸さくらRC…９月26日㈪→９月18日㈰ 9:00
於 水戸市役所駐車場
（水戸市内6RC環境保全活動の為）

４ 次回例会日程
日
場
内

ロータリー財団の報告 郡司恵一郎委員

ニコニコBOXの報告

長岡秀典委員長

国際ロータリー第2820地区

時：９月９日㈮ 12:30〜
所：水戸プラザホテル
容：My Business 卓話
石井浩一会員、太田聖史会員、山下真悟会員

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

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４例会 ８月26日（金）
■ゲスト

■財団BOX（８月26日（金）扱）

青少年長期交換学生 ケイラ ノエル ダイアモンド さん（ホストクラブ 水戸西RC）

久保田啓藏会員…財団の友献金（第７回）
$100 13,300円（累計$10,700）
井澤卓司会員……財団の友献金（第５回）
$100 13,300円（累計 $8,500）
粂田信行会員……財団の友献金（第３回）
$100 13,300円（累計 $7,300）
菊池秀機会員……財団の友献金（第７回）
$100 13,300円（累計 $3,700）
島根昌明会員……財団の友献金（第６回）
$100 13,300円（累計 $3,600）
月例献金（８月分）…3,183円

■ビジター
水戸西RC

黒木雅宏会員（交換学生ホストファミリー）

■ニコニコBOX（８月26日（金）扱）
粂田信行会員……８月誕生日の皆様おめでとうございます。健康第
一です。
宇留野秀一会員…青少年長期交換学生のケイラさん、ようこそ水戸
南RCへ。
石川啓司会員……本日、小生の職業をスピーチします。ビジネスで
は無いですが。
小路 實会員……誕生祝い、有難うございました。
長岡秀典会員……青少年長期交換学生のケイラさん、ようこそ水戸
南RCへ。
藤沼健二会員……８月のお誕生日おめでとうございます。
この計
８月計
累 計

6件
43件
106件

14,000円
120,000円
326,000円

■会員メークアップ
８/26 北海道2500REC

幹事報告
及川譲幹事

親睦の時間「８月誕生祝」の司会
をする米田英雄アドバイザー

2022年８月29日㈪ 18:30〜
四川料理「天天」 水戸市泉町2-3-2 中央ビルB1F
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
二川隆司
菊池秀機
橋本 哲
上野義哉
山下真悟
高梨博行
軍司由佳
鈴木由紀子
川澄千亜紀
議事・決議事項
①９・10月プログラムについて
《承 認》
②10月21日 ガバナー公式訪問について
《３タイプスケジュール案の３番のスケジュールにて承認。後日詳細検討》
③工藤貴正会員の闘病中による見舞金・メークアップについて
《見舞金を贈呈することで承認》
④野口英壽会員のメークアップの扱いについて（コロナ
禍の為、例会欠席の旨連絡が有り）
《コロナ禍とはいえ、
メークアップは個人で行って頂くことで承認》
⑤９月18日㈰ ロータリーデー環境保全活動について
《服装はクラブ配布のポロシャツ・Tシャツを着用。お弁
当を用意する事で承認》

69,683円

粂田信行会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計630,000円）
石川啓司会員……米山功労者献金（第２回）
10,000円（累計620,000円）
根本祐次会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計370,000円）
3件

30,000円

My Business 卓話
井澤卓司会員

第３回定例理事会

日 時
場 所
出席者

$500外

■米山BOX（８月26日（金）扱）

８月誕生日の会員を代表して
深谷智会員の挨拶

2022-23年度

８月第４例会（８月26日）
出席状況

6件

この計

野口英壽

出席報告

この計

My Business 卓話
石川啓司会員

議事録

⑥この指とまれ事業及びシーロムRCの事業について
《この指とまれ、
３クラブ提唱事業に、
１万円×３を捻出で承認》
《シーロムRCの提唱事業について、当クラブより30万
円を捻出にて承認》
⑦次年度に当クラブよりガバナー補佐を輩出する件について 《承 認》
・パスト会長会にて、井澤卓司パスト会長が選出されました。
⑧その他
⑴前回理事会にて承認されました、石川啓司会員・二
川隆司会員の見舞金について
《承 認》
⑵８月26日までの試算表提出、内容について説明 《承 認》
⑶ガバナー公式訪問の際の白ブレザー着用について
《ある方は白ブレザーを着用にて承認》
保留事項 特に無し
次回定例理事会
１．日 時 2022年10月３日㈪
理事会 18:30〜 懇親会 19:30〜
２．場 所 四川料理「天天」

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

78名

43名

35名

61.43％

前週訂正出席率72.60％

