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地区スローガン：enjoy life 〜人生を楽しむ〜
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10月第２例会プログラム
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点鐘・開会
ロータリーソング〈奉仕の理想〉※ご静聴ください
ロータリーの時間
粂田信行会長
ビジター・ゲスト紹介
雑誌の時間
人見光一雑誌委員長
親睦の時間「10月誕生祝」 親睦活動委員会
３ 日 人見光一 10日 川﨑英輝
18日 菊池秀機 20日 根本 次、飯嶋秀郎
23日 谷島孝明 31日 鈴木忠夫
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
島根昌明会員（損害保険・㈱Ｅ保険プランニング）
小島瑞貴会員（エステティック業・PETORICHOR）
川﨑英輝会員（介護老人保健施設・医療法人それいゆ会）
ロータリーソング
点鐘・閉会

卓話「DEIについて」 パストガバナー・クラ
ブ奉仕担当カウンセラー 高橋賢吾氏

記念品贈呈

国際ロータリー第2820地区

１ 10月12日㈬ 1ー3奉仕研究会がでん助にて開催さ
れました。

講師：人見光一雑誌委員長、原口一吉会報委員長
（16名）
参加者（敬称略）
井澤、篠原、粂田、島根、久保田（啓）、石川、及川、
人見、原口、磯﨑、浅野、藤沼、小島、小泉、高梨、
大森

２ おひさま食堂が開催されます。
日 時：10月22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〜
場 所：双葉台市民センター
水戸市双葉台2-1-5 TEL.251-3991
３ 10月21日㈮ 大野治夫ガバナー公式訪問について
＊白ブレザー着用（お持ちの方）
＊14時からのクラブ協議会には、理事・役員・委
員長及び1−3奉仕研究会の会員は必ず出席を宜
しくお願い致します。
４ 10月30日㈰ 地区大会について
＊現在参加者が少なく、皆様のご参加を宜しくお願
い致します。
＊送迎バスを手配致しました。ご参加の方はご利用
下さい。
＊水戸プラザホテルに、７時10分集合です。
＊白ブレザー着用（お持ちの方）
５ 次回例会日程
〈大野治夫ガバナー公式訪問〉
11:00〜 会長・会長エレクト・副会長・幹事・
副幹事との協議会
12:30〜 例 会
14:00〜 クラブ協議会
日 時：10月21日㈮ 12:30〜
場 所：水戸プラザホテル
内 容：新会員入会式
伊藤浩一氏、川上英則氏
記念講演
大野治夫ガバナー

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
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●幹 事
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◆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
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10月第１例会 10月７日（金） 於 水戸三の丸ホテル
■ゲスト

パストガバナー・クラブ奉仕担当カウンセラー 髙橋賢吾 氏（水戸西RC）
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

■ニコニコBOX（10月７日（金）扱）
……水戸南RCの皆様、今日は卓話をさせて頂きま
す。どうぞ宜しくお願い致します。
粂田信行会員……髙橋賢吾パストガバナー、ようこそいらっしゃい
ました。今日は宜しくお願い致します。
譲会員……本日は髙橋賢吾パストガバナー、ようこそいらっ
しゃいました。DEIについての卓話宜しくお願い
致します。
軍司由佳会員……髙橋賢吾パストガバナー宜しくお願いします。リ
ドミカさん、素敵な爪ですね。本日も宜しくお願
いします。
鈴木さちよ会員…髙橋賢吾パストガバナー、卓話楽しみにしており
ます。
久保田啓藏会員…18年前、水戸三の丸ホテルでの例会を思い出し
ます。
大金

磯﨑昭彦会員……財団の友献金（第１回）
$100
この計

髙橋賢吾パストガバナー・クラブ奉仕担当カウンセラー（水戸西RC）

及川

■財団BOX（10月７日（金）扱）

誠会員……桑名会員達と、第68回全日本全国パイプスモー

１件

14,500円（累計$100）

$100

14,500円

■米山BOX（10月７日（金）扱）
粂田信行会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計650,000円）
志村

保会員……米山功労者献金（第７回）
10,000円（累計470,000円）

赤岩賢二会員……米山功労者献金（第５回）
10,000円（累計250,000円）
軍司由佳会員……米山功労者献金（第９回）
10,000円（累計190,000円）
この計

４件

40,000円

■会員メークアップ
10/５ 水戸西RC
10/６ 笠間RC

大金 誠
太田聖史

キング大会に参加してきました。名古屋で楽しく
過ごしました。
根本

次会員……髙橋賢吾パストガバナー、本日は卓話宜しくお願
い致します。

太田聖史会員……誕生日祝い有難うございました。
赤岩賢二会員……髙橋賢吾パストガバナー、本日は卓話宜しくお願
い致します。

会務報告

鈴木由紀子出席委員長

会務報告 久保田規子ニコニコBOX副委員長

会務報告 小泉正史ロータリー財団委員長

会務報告 川﨑英輝米山記念奨学副委員長

石川啓司会員……髙橋賢吾パストガバナー、ようこそいらっしゃい
ました。
長岡秀典会員……髙橋賢吾パストガバナー、本日は卓話宜しくお願
い致します。
この計

12件

41,000円

卓話「DEIについて」
（抜粋）

パストガバナー・クラブ奉仕担当カウンセラー 髙橋賢吾氏（水戸西RC）

【ロータリーの新しい流れ】
１．DEI（Diversity・Equity・Inclusion）
２．RAC（ローターアクトクラブ）
３．SRF（未来形成計画）
【DEI ロータリーの定義】
Diversity（多様性） ロータリーは、年齢・性別・宗教・能
力・地位の違いを尊重する。それに加えて、異なる考え・アイ
ディア・価値観を持つ会員を大切にし、尊重する。
Equity（公平さ） ロータリーは、情報・機会・リソースへの
アクセスをすべての会員に公平で均等な扱いを保証する。
Inclusion（包摂） ロータリーは、すべての会員が歓迎さ
れ、尊重され、大切にされるクラブの環境をつくる。

出席報告
10月第1例会（10月７日）
出席状況

【魅力あるクラブを目指して】
魅力あるクラブとは、
伝統を重んじながらも今の時代の流れに乗っているクラブ
時間を有効に使い効率的なクラブ
会員の職業を有効に利用してアイディアと実行力のあるクラブ
【今後のクラブでの対応】
My Rotary などでDEIに関する資料を収集。
DEIに関してクラブで欠けていること、必要なことを調べる。
DEIへの取組みの優先順位を決めて、計画を立てる。
DEIプロジェクトや特別委員会を設置する。
メンバーは、DEIに精通した人、女性会員、ロータリー歴の短
い会員で構成する。

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

78名

39名

39名

57.35％

前週訂正出席率73.61％

