水戸南
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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９日（金）
９月第２例会プログラム

8.
9.

10.
11.

１ 1−3奉仕研究会が開催されます。
日

点鐘・開会
ロータリーソング〈奉仕の理想〉※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
雑誌の時間
人見光一雑誌委員長
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
石井浩一会員（情報処理サービス業・アイムス㈱）
太田聖史会員（不動産鑑定士・㈱太田不動産鑑定事務所）
山下真悟会員（生命保険・プルデンシャル生命保険㈱水戸支社）
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９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.
6.
7.

週報

場

時：９月１4日㈬ 18:30〜
Ⅰ部勉強会 18:30〜19:00
講師 川澄千亜紀親睦活動委員長
上野義哉公共イメージ委員長
Ⅱ部懇親会 19:00〜20:30
所：でん助 水戸市大工町1-6-18
TEL.221-8987

２ おひさま食堂が開催されます。
日
場

時：９月24日㈯
調理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〜
所：双葉台市民センター
水戸市双葉台2-1-5 TEL.251-3991

３ 次回例会日程

９月16日㈮の例会は下記の日程に変更となりま
す。お間違えの無いようお願い致します。
日 時：９月18日㈰ 9:00〜11:40
場 所：水戸市役所本庁舎東側広場
内 容：ロータリーデー
水戸市内6RC「水戸市水源周辺環境保全活動」
※昼食配布有り
駐車場：水戸市役所駐車場
（駐車券はクラブ単位で回収し押印後返却）

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会から 橋本哲委員長

４ 次々回例会日程
日
場
内

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

国際ロータリー第2820地区

時：９月30日㈮ 12:30〜
所：水戸プラザホテル
容：宮内博夫第３分区ガバナー補佐訪問
親睦の時間「９月の誕生祝」
卓話「イニシエーションスピーチ」
藤沼健二会員
※９月23日㈮ ー定款第７条第１節により休会ー

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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９月第１例会 ９月２日（金）
■ゲスト

■財団BOX（９月２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10回）

■ニコニコBOX（９月２日（金）扱）

粂田信行会員……財団の友献金（第４回）

$100

長谷川國雄会員…基本的教育と識字率向上・ロータリーの友月間で
す。
粂田信行会員……リドミカさん、ようこそ。今日もMy Business卓
話楽しみです。
兼子充裕会員……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。家の娘の名前（ミカ）と一緒です。宜
しくね。
智会員……先週は誕生日祝いプレゼント有難うございまし
た。

この計

石川啓司会員……在宅ワーク用にスタッフ用のノートパソコンを２
台導入しました。人手不足で午後に今年５回目の
面接をします。

■米山BOX（９月２日（金）扱）
笹館康男会員……米山功労者献金（第３回）

篠原

勉会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計630,000円）

大原康宏会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計530,000円）
深谷

■会員メークアップ

智会員……米山功労者献金（第４回）
10,000円（累計340,000円）

宇留野秀一

地区米山世話クラブ・準世話クラブ学友会合同セミナー
山下真悟

小路

實会員……米山功労者献金（第３回）
10,000円（累計330,000円）

宇留野秀一会員…米山功労者献金（第２回）

野口英壽

10,000円（累計220,000円）

大金 誠

北海道2500REC

55,600円

米田英雄会員……米山功労者献金（第３回）

38,000円

８/29 北海道2500REC

$400

$600）

10,000円（累計590,000円）

藤沼健二会員……リドミカさん、こんにちは。

石井浩一

４件

13,900円（累計

10,000円（累計640,000円）

中庭浩実会員……リドミカさん、宜しくお願い致します。

９/ １

$100

粂田信行会員……米山功労者献金（第４回）

久保田規子会員…リドミカちゃん、こんにちは！！

８/28 地区RLI練習会

13,900円（累計 $2,900）

10,000円（累計720,000円）

小泉正史会員……My Business 卓話楽しみにしています。

８/31 水戸西RC

$100

水口二良会員……米山功労者献金（第２回）

高柳益美会員……リドミカちゃん、こんにちは。

12件

13,900円（累計 $7,400）

10,000円（累計830,000円）

菊池秀機会員……９月例会、出席しています。

この計

$100

米川幸喜会員……財団の友献金（第９回）
鈴木さちよ会員…財団の友献金（第６回）

水口二良会員……リドミカさんを歓迎して。

深谷

13,900円（累計$19,000）

川﨑紀子会員……米山功労者献金（第10回）

人見光一

10,000円（累計200,000円）
綿引甚介会員……米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計190,000円）
この計

出席状況の報告
鈴木由紀子委員長

ニコニコBOXの報告
久保田規子副委員長

米山記念奨学の報告
山下真悟委員長

出席報告
９月第１例会（９月２日）
出席状況

幹事報告
及川譲幹事

11件

110,000円

ロータリー財団の報告
小泉正史委員長

My Business 卓話
郡司恵一郎会員

My Business 卓話
平山桜子会員

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

78名

50名

28名

68.49％

My Business 卓話
岡村太郎会員

前週訂正出席率73.24％

