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水戸南
　ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami
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10月第３例会　10月21日（金）　ガバナー公式訪問
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ロータリー財団月間

粂田信行会員……財団の友献金（第８回）
$100　14,500円（累計$7,800）

髙野　賢会員……財団の友献金（第５回）
$100　14,500円（累計$7,500）

兼子充裕会員……財団の友献金（第５回）
$100　14,500円（累計$4,500）

石井浩一会員……財団の友献金 ポリオプラス（第４回）
$100　14,500円（累計$4,400）

山本　大会員……財団の友献金（第４回）
$100　14,500円（累計$2,400）

上野義哉会員……財団の友献金（第５回）
$100　14,500円（累計$1,500）

高梨博行会員……財団の友献金（第10回）
$100　14,500円（累計$1,000）

平山桜子会員……財団の友献金（第３回）
$100　14,500円（累計 300）

RI第2820地区ガバナー　大野治夫 氏（つくば学園RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐　宮内博夫 氏(水戸東RC)
　　　〃　　　地区幹事　下村　正 氏（つくば学園RC）
　　　〃　　　地区会計長　小林保弘 氏（つくばシティRC）
　　　〃　　　地区副幹事　瀬戸口進 氏（つくば学園RC）
　　　〃　　　地区副幹事　角川僚一 氏（つくば学園RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐セクレタリー

荻谷仁樹 氏（水戸東RC)

■ゲスト

大野治夫ガバナー（つくば学園RC）
　　　　　　……　　　　　　
宮内博夫第３分区ガバナー補佐（水戸東RC）
　　　　　　……
長谷川國雄会員…
粂田信行会員……

川上英則会員……

二川隆司会員……
笹館康男会員……

綿引甚介会員……
米田英雄会員・高梨博行会員
　　　　　　……
久保田啓藏会員…
水口二良会員……
井澤卓司会員……

髙野　賢会員……
篠原　勉会員……

深谷　智会員……
小川啓子会員……
石川啓司会員……
菊池秀機会員……
山本　大会員……
川澄千亜紀会員…
金原和美会員……

赤岩賢二会員・高柳益美会員・原口一吉会員
　　　　　　……
宇留野秀一会員…
長岡秀典会員……
武田　誠会員……

鈴木由紀子会員…
藤沼健二会員……

■ニコニコBOX（10月21日（金）扱）

本日は公式訪問に参りました。宜しくお願い致します。

公式訪問宜しくお願いします。
大野ガバナー、御指導宜しくお願い致します。
大野治夫ガバナー、ようこそいらっしゃいまし
た。今日は、一日宜しくお願いします。新会員の
伊藤さん、川上さん入会おめでとうございます。
本日より入会させて頂きますので宜しくお願い致
します。
ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。
伊藤新会員、川上新会員の入会を心より歓迎いた
します。
大野治夫ガバナー、ようこそいらっしゃいました。

大野ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
大野治夫ガバナーの公式訪問を記念して。
大野ガバナーの公式訪問を歓迎して。
川上英則新会員、伊藤浩一新会員のご入会を心か
ら歓迎いたします。
大野ガバナー、今日は宜しくお願い致します。
大野ガバナー、卓話宜しくお願いします。伊藤新
会員、川上新会員ご入会おめでとうございます。
大野ガバナー、ようこそお越しくださいました。
大野ガバナー、今日は御指導を宜しくお願いします。
大野治夫ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
大野ガバナー、今日は有難うございます。
大野ガバナー、ようこそ水戸南RCへ。
大野ガバナー、ようこそお越しくださいました。
新会員の伊藤様、川上様、ご入会おめでとうござ
います。これからどうぞ宜しくお願いします。

大野ガバナー、ようこそ。
大野ガバナー、本日は宜しくお願いします。
大野ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
大野ガバナー、水戸南RCへようこそ。本日は宜
しくお願い致します。
本日入会の伊藤様、川上様、宜しくお願い致します。
ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。

この計　　　 30件　　　119,000円
10月計　　　 51件　　　185,000円
累　計　　　194件　　　631,000円

■米山BOX（10月21日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計1,080,000円）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 790,000円）
粂田信行会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 660,000円）
篠原　勉会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 640,000円）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 280,000円）
二川隆司会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 130,000円）
久信田秀一会員…米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 130,000円）
山本　大会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計 110,000円）
上野義哉会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 80,000円）
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 80,000円）
平山桜子会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 50,000円）
高梨博行会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計 10,000円）

この計　　　12件　　　120,000円

■財団BOX（10月21日（金）扱）

この計　　　８件　　　$800　　　116,000円

■会員メークアップ
10/19　水戸西RC　　大金　誠会員

前週訂正出席率68.12％
80名 56名 24名 74.67％10月第３例会（10月21日）

出席状況

2022年11月４日（金）

 1. 点鐘・開会 
 2. 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
 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 川﨑紀子会員（第２回）
 6. 次年度役員・理事（案）指名 粂田信行会長
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 卓話「ロータリー財団に因んで」

 地区ロータリー財団委員会　　　　　　　　　　
 佐川真治地区補助金担当・申請委員（水戸東RC）

11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

11月第１例会プログラム 11月のロータリーレート
１ドル＝148円
次年度役員・理事（案）を配布致しました。

10月22日㈯ おひさま食堂が開催されました。
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　（７名）
宇留野、原口、二川、小川、小路、谷島、篠原

〈お弁当配布　子供73名・大人25名〉
＊ご参加ありがとうございました。
水戸市内5RC例会日時・場所変更のお知らせ
水戸さくらRC…11月７日㈪→11月６日㈰　10:00

於 内原和敬寮（児童養護施設との交流事業の為）
水　戸RC…11月15日㈫・22日㈫・29日㈫

於 ホテルテラス ザ ガーデン水戸
水戸東RC…11月17日㈭　15:30

於 静ヒルズカントリークラブ　　　　
（第３分区親睦ゴルフ大会の為）

水　戸RC…11月８日㈫
水戸西RC…11月９日㈬
水戸東RC…11月10日㈭
水戸さくらRC…11月14日㈪
次回例会日程
◆11月11日㈮の例会は、11月10日㈭の水戸市内
6RC合同例会に変更となります、お間違えの無
いようお願いいたします。
日　時：11月10日㈭

受付 17:15～　例会 18:00～　懇親会19:30～
場　所：水戸三の丸ホテル及びZoom
参加費：8,000円（例会のみ2,000円）
　　　　Zoom参加無料
講　演：「働き方改革で職場改革！」　

　NPO法人 ファザーリング・ジャパン
ファウンダー／代表理事　安藤哲也氏

◆次々回11月18日㈮の例会は、通常例会となります。
日　時：11月18日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：親睦の時間「11月誕生祝」
　　　　My Business卓話

大原康宏会員、山本大会員、上野義哉会員

１

２

３

４

５

11月10日㈭　18:00
於 水戸三の丸ホテル及びZoom
（水戸市内6RC合同例会の為）



大野治夫ガバナーより会員章を付け
てもらう川上英則新会員

大野治夫ガバナーより会員章を付け
てもらう伊藤浩一新会員

ベネファクター認証状及び襟ピン伝達
及川譲会員

記念講演
大野治夫RI第2820地区ガバナー

粂田信行会長・川上英則新会員・伊藤浩一新会員・大野治夫ガバナー

ロータリー財団月間 10月第３例会　10月21日（金）　ガバナー公式訪問

され、寄付を運用するルールが定められました。
そして、寄付が補助金として使われるときも、地
区補助金やグローバルグラントなど、用途によっ
て分かれていきます。この使い方のルールや、補
助金の種類などが多岐にわたり、実際の手続きも
難しくなってきているので、財団は難しいという
印象が持たれているのかと思います。ただ、全部
を把握する必要はなく、まずは自分の所属するク
ラブに関係した部分を聞いて頂き、それ以外はこ
ういう奉仕活動もあり、こんな補助金があるんだ
と頭の片隅に置いておいていただければ、いつか
役に立つかもしれません。
　私たちの所属する第2820地区は、皆さまの寄付
を余すところ無く奉仕活動のために運用しておりま
す。
　今年度は地区補助金に地区内全55クラブの申請
があり、全クラブに希望額以上の補助金支給をさせ
て頂きました。全クラブ申請は地区内で初めての事
であり、日本中でも初めてだと思います。地区補助
金申請をすることで申請事業総額の35％の補助金
支給を得ることができ、地域に対し良い事をして頂
けます事に深く感謝をしています。
　また、世界に向けた奉仕活動をグローバルグラン
トや奨学金を利用して行っております。そして、気
になりますウクライナへの支援も、災害救援補助金
を利用し、これからの冬に備えた仮設住宅の提供を
急ピッチで行いました。こうした奉仕を実践してい
くために、大野年度地区目標　年次寄付150ド
ル、ポリオプラス30ドルの寄付を是非お願いいた
します。そして、さらに活発に地域のため奉仕活動
を行っていただければと思います。地区ロータリー
財団は、水戸南ロータリークラブの皆さまが安心
して奉仕活動を行えるよう、一層ご協力させてい
ただきます。皆さまの益々のご活躍を祈念してお
ります。

地区ロータリー財団委員会 
補助金委員会　地区補助金申請担当　佐川 真治 氏（水戸東RC）

　日頃はロータリー財団の運営にご協力いただき誠
にありがとうございます。また、会員の皆様から
は、年次寄付やポリオプラスへの寄付、ベネファク
ターとして恒久基金への寄付、そしてポールハリス
ソサエティなど多額の善意をお寄せ頂き感謝に絶え
ません。皆様からのこれらの寄付のお陰で、第
2820地区は多くの奉仕プロジェクトを実施するこ
とが出来ております。
　さて、財団は難しいとよく言われます。どういう
ところが難しいでしょうか。補助金申請の手続きが
難しい。GGとか、WFとか、ポリオプラスとか言
葉が分からない、など色々出てくるかと思います。
それではまず前提として、ロータリークラブがどう
やって出来たのかを少しおさらいしてみましょう。
　創始者がポール・ハリスというのは皆さんご存じ
かと思います。青年弁護士ポールは、シカゴで仕事
をしていました。社会発展と裏腹に悪徳商売が目立
ちはじめ、仕事に影響が出るほどでした。そこで
ポールは信用できる仲間を作り、その仲間と取引を
していこうと考え、その仲間と作ったコミュニ
ティーがロータリークラブです。それは1905年の
こと。その３年後、アーサー･フレデリック・シェ
ルドンが入会し、「超我の奉仕」、「最もよく奉仕す
る者　最も多く報いられる」という、奉仕の理念
をロータリークラブに誕生させました。職業奉仕
の始まりです。これは渋沢栄一の「論語と算盤」
に通じる理念だと思います。ロータリークラブに
奉仕活動がプラスされると、その奉仕活動のため
にお金を貯めようという人が出てきました。1917
年、ロータリークラブができてから12年後のこと
です。その方が、ロータリー財団の提唱者アー
チ・クランフです。財団にお金が貯まってくる
と、ロータリアンはいろんな奉仕活動を行うよう
になりました。ただ、寄付金も無限にあるわけで
なく、有限なお金を、より効果的に使うべきだと
いう流れになります。寄付の種類も目的別に分類

出前卓話「ロータリー財団月間に因んで」
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日　時　2022年10月31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　　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
　　　　　橋本　哲　　赤岩賢二　　小泉正史
　　　　　山下真悟　　長岡秀典　　軍司由佳
　　　　　鈴木由紀子　川澄千亜紀
オブザーバー　宇留野秀一

議事・決議事項
①11・12月プログラムについて 《承　認》
②12月23日のクラブ忘年会について 《承　認》
・タイムスケジュールを確認致しました。会場費予算等承
認されました。

③１月27日の新年家族例会について 《承　認》
　・タイムスケジュールを確認致しました。
④上半期実績報告・下半期活動計画について 《確　認》
　・幹事より１月発表のご準備をお願い致しました。
⑤2022-23年度会計試算表（10月31日現在）について
 《承　認》
⑥次年度役員・理事（案）について 《承　認》
⑦次年度地区委員（案）について 《承　認》

保留事項
・12月23日のクラブ忘年会の内容については次回定例理事
会にて再協議
・新年家族例会の内容については次回定例理事会にて再協議

次回定例理事会
１．日　時　2022年11月28日㈪
　　　　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
２．場　所　四川料理「天天」

2022-23年度　第５回定例理事会　議事録

大野治夫ガバナーより会員章を付け
てもらう川上英則新会員

大野治夫ガバナーより会員章を付け
てもらう伊藤浩一新会員

ベネファクター認証状及び襟ピン伝達
及川譲会員

記念講演
大野治夫RI第2820地区ガバナー

粂田信行会長・川上英則新会員・伊藤浩一新会員・大野治夫ガバナー

ロータリー財団月間 10月第３例会　10月21日（金）　ガバナー公式訪問

され、寄付を運用するルールが定められました。
そして、寄付が補助金として使われるときも、地
区補助金やグローバルグラントなど、用途によっ
て分かれていきます。この使い方のルールや、補
助金の種類などが多岐にわたり、実際の手続きも
難しくなってきているので、財団は難しいという
印象が持たれているのかと思います。ただ、全部
を把握する必要はなく、まずは自分の所属するク
ラブに関係した部分を聞いて頂き、それ以外はこ
ういう奉仕活動もあり、こんな補助金があるんだ
と頭の片隅に置いておいていただければ、いつか
役に立つかもしれません。
　私たちの所属する第2820地区は、皆さまの寄付
を余すところ無く奉仕活動のために運用しておりま
す。
　今年度は地区補助金に地区内全55クラブの申請
があり、全クラブに希望額以上の補助金支給をさせ
て頂きました。全クラブ申請は地区内で初めての事
であり、日本中でも初めてだと思います。地区補助
金申請をすることで申請事業総額の35％の補助金
支給を得ることができ、地域に対し良い事をして頂
けます事に深く感謝をしています。
　また、世界に向けた奉仕活動をグローバルグラン
トや奨学金を利用して行っております。そして、気
になりますウクライナへの支援も、災害救援補助金
を利用し、これからの冬に備えた仮設住宅の提供を
急ピッチで行いました。こうした奉仕を実践してい
くために、大野年度地区目標　年次寄付150ド
ル、ポリオプラス30ドルの寄付を是非お願いいた
します。そして、さらに活発に地域のため奉仕活動
を行っていただければと思います。地区ロータリー
財団は、水戸南ロータリークラブの皆さまが安心
して奉仕活動を行えるよう、一層ご協力させてい
ただきます。皆さまの益々のご活躍を祈念してお
ります。

地区ロータリー財団委員会 
補助金委員会　地区補助金申請担当　佐川 真治 氏（水戸東RC）

　日頃はロータリー財団の運営にご協力いただき誠
にありがとうございます。また、会員の皆様から
は、年次寄付やポリオプラスへの寄付、ベネファク
ターとして恒久基金への寄付、そしてポールハリス
ソサエティなど多額の善意をお寄せ頂き感謝に絶え
ません。皆様からのこれらの寄付のお陰で、第
2820地区は多くの奉仕プロジェクトを実施するこ
とが出来ております。
　さて、財団は難しいとよく言われます。どういう
ところが難しいでしょうか。補助金申請の手続きが
難しい。GGとか、WFとか、ポリオプラスとか言
葉が分からない、など色々出てくるかと思います。
それではまず前提として、ロータリークラブがどう
やって出来たのかを少しおさらいしてみましょう。
　創始者がポール・ハリスというのは皆さんご存じ
かと思います。青年弁護士ポールは、シカゴで仕事
をしていました。社会発展と裏腹に悪徳商売が目立
ちはじめ、仕事に影響が出るほどでした。そこで
ポールは信用できる仲間を作り、その仲間と取引を
していこうと考え、その仲間と作ったコミュニ
ティーがロータリークラブです。それは1905年の
こと。その３年後、アーサー･フレデリック・シェ
ルドンが入会し、「超我の奉仕」、「最もよく奉仕す
る者　最も多く報いられる」という、奉仕の理念
をロータリークラブに誕生させました。職業奉仕
の始まりです。これは渋沢栄一の「論語と算盤」
に通じる理念だと思います。ロータリークラブに
奉仕活動がプラスされると、その奉仕活動のため
にお金を貯めようという人が出てきました。1917
年、ロータリークラブができてから12年後のこと
です。その方が、ロータリー財団の提唱者アー
チ・クランフです。財団にお金が貯まってくる
と、ロータリアンはいろんな奉仕活動を行うよう
になりました。ただ、寄付金も無限にあるわけで
なく、有限なお金を、より効果的に使うべきだと
いう流れになります。寄付の種類も目的別に分類

出前卓話「ロータリー財団月間に因んで」
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日　時　2022年10月31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　　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
　　　　　橋本　哲　　赤岩賢二　　小泉正史
　　　　　山下真悟　　長岡秀典　　軍司由佳
　　　　　鈴木由紀子　川澄千亜紀
オブザーバー　宇留野秀一

議事・決議事項
①11・12月プログラムについて 《承　認》
②12月23日のクラブ忘年会について 《承　認》
・タイムスケジュールを確認致しました。会場費予算等承
認されました。

③１月27日の新年家族例会について 《承　認》
　・タイムスケジュールを確認致しました。
④上半期実績報告・下半期活動計画について 《確　認》
　・幹事より１月発表のご準備をお願い致しました。
⑤2022-23年度会計試算表（10月31日現在）について
 《承　認》
⑥次年度役員・理事（案）について 《承　認》
⑦次年度地区委員（案）について 《承　認》

保留事項
・12月23日のクラブ忘年会の内容については次回定例理事
会にて再協議
・新年家族例会の内容については次回定例理事会にて再協議

次回定例理事会
１．日　時　2022年11月28日㈪
　　　　　　　理事会 18:30～　懇親会 19:30～
２．場　所　四川料理「天天」

2022-23年度　第５回定例理事会　議事録
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ロータリー財団月間

粂田信行会員……財団の友献金（第８回）
$100　14,500円（累計$7,800）

髙野　賢会員……財団の友献金（第５回）
$100　14,500円（累計$7,500）

兼子充裕会員……財団の友献金（第５回）
$100　14,500円（累計$4,500）

石井浩一会員……財団の友献金 ポリオプラス（第４回）
$100　14,500円（累計$4,400）

山本　大会員……財団の友献金（第４回）
$100　14,500円（累計$2,400）

上野義哉会員……財団の友献金（第５回）
$100　14,500円（累計$1,500）

高梨博行会員……財団の友献金（第10回）
$100　14,500円（累計$1,000）

平山桜子会員……財団の友献金（第３回）
$100　14,500円（累計 300）

RI第2820地区ガバナー　大野治夫 氏（つくば学園RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐　宮内博夫 氏(水戸東RC)
　　　〃　　　地区幹事　下村　正 氏（つくば学園RC）
　　　〃　　　地区会計長　小林保弘 氏（つくばシティRC）
　　　〃　　　地区副幹事　瀬戸口進 氏（つくば学園RC）
　　　〃　　　地区副幹事　角川僚一 氏（つくば学園RC）
　　　〃　　　第３分区ガバナー補佐セクレタリー

荻谷仁樹 氏（水戸東RC)

■ゲスト

大野治夫ガバナー（つくば学園RC）
　　　　　　……　　　　　　
宮内博夫第３分区ガバナー補佐（水戸東RC）
　　　　　　……
長谷川國雄会員…
粂田信行会員……

川上英則会員……

二川隆司会員……
笹館康男会員……

綿引甚介会員……
米田英雄会員・高梨博行会員
　　　　　　……
久保田啓藏会員…
水口二良会員……
井澤卓司会員……

髙野　賢会員……
篠原　勉会員……

深谷　智会員……
小川啓子会員……
石川啓司会員……
菊池秀機会員……
山本　大会員……
川澄千亜紀会員…
金原和美会員……

赤岩賢二会員・高柳益美会員・原口一吉会員
　　　　　　……
宇留野秀一会員…
長岡秀典会員……
武田　誠会員……

鈴木由紀子会員…
藤沼健二会員……

■ニコニコBOX（10月21日（金）扱）

本日は公式訪問に参りました。宜しくお願い致します。

公式訪問宜しくお願いします。
大野ガバナー、御指導宜しくお願い致します。
大野治夫ガバナー、ようこそいらっしゃいまし
た。今日は、一日宜しくお願いします。新会員の
伊藤さん、川上さん入会おめでとうございます。
本日より入会させて頂きますので宜しくお願い致
します。
ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。
伊藤新会員、川上新会員の入会を心より歓迎いた
します。
大野治夫ガバナー、ようこそいらっしゃいました。

大野ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
大野治夫ガバナーの公式訪問を記念して。
大野ガバナーの公式訪問を歓迎して。
川上英則新会員、伊藤浩一新会員のご入会を心か
ら歓迎いたします。
大野ガバナー、今日は宜しくお願い致します。
大野ガバナー、卓話宜しくお願いします。伊藤新
会員、川上新会員ご入会おめでとうございます。
大野ガバナー、ようこそお越しくださいました。
大野ガバナー、今日は御指導を宜しくお願いします。
大野治夫ガバナー、ようこそいらっしゃいました。
大野ガバナー、今日は有難うございます。
大野ガバナー、ようこそ水戸南RCへ。
大野ガバナー、ようこそお越しくださいました。
新会員の伊藤様、川上様、ご入会おめでとうござ
います。これからどうぞ宜しくお願いします。

大野ガバナー、ようこそ。
大野ガバナー、本日は宜しくお願いします。
大野ガバナー、本日は宜しくお願い致します。
大野ガバナー、水戸南RCへようこそ。本日は宜
しくお願い致します。
本日入会の伊藤様、川上様、宜しくお願い致します。
ガバナー公式訪問、宜しくお願いします。

この計　　　 30件　　　119,000円
10月計　　　 51件　　　185,000円
累　計　　　194件　　　631,000円

■米山BOX（10月21日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計1,080,000円）
井澤卓司会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 790,000円）
粂田信行会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 660,000円）
篠原　勉会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計 640,000円）
工藤貴正会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 280,000円）
二川隆司会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 130,000円）
久信田秀一会員…米山功労者献金（第３回）

10,000円（累計 130,000円）
山本　大会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計 110,000円）
上野義哉会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 80,000円）
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計 80,000円）
平山桜子会員……準米山功労者献金（第５回）

10,000円（累計 50,000円）
高梨博行会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計 10,000円）

この計　　　12件　　　120,000円

■財団BOX（10月21日（金）扱）

この計　　　８件　　　$800　　　116,000円

■会員メークアップ
10/19　水戸西RC　　大金　誠会員

前週訂正出席率68.12％
80名 56名 24名 74.67％10月第３例会（10月21日）

出席状況

2022年11月４日（金）

 1. 点鐘・開会 
 2. 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
 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 川﨑紀子会員（第２回）
 6. 次年度役員・理事（案）指名 粂田信行会長
 7. 会　食
 8. 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）
 9. 幹事報告
10. 卓話「ロータリー財団に因んで」

 地区ロータリー財団委員会　　　　　　　　　　
 佐川真治地区補助金担当・申請委員（水戸東RC）

11. ロータリーソング
12. 点鐘・閉会

11月第１例会プログラム 11月のロータリーレート
１ドル＝148円
次年度役員・理事（案）を配布致しました。

10月22日㈯ おひさま食堂が開催されました。
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　（７名）
宇留野、原口、二川、小川、小路、谷島、篠原

〈お弁当配布　子供73名・大人25名〉
＊ご参加ありがとうございました。
水戸市内5RC例会日時・場所変更のお知らせ
水戸さくらRC…11月７日㈪→11月６日㈰　10:00

於 内原和敬寮（児童養護施設との交流事業の為）
水　戸RC…11月15日㈫・22日㈫・29日㈫

於 ホテルテラス ザ ガーデン水戸
水戸東RC…11月17日㈭　15:30

於 静ヒルズカントリークラブ　　　　
（第３分区親睦ゴルフ大会の為）

水　戸RC…11月８日㈫
水戸西RC…11月９日㈬
水戸東RC…11月10日㈭
水戸さくらRC…11月14日㈪
次回例会日程
◆11月11日㈮の例会は、11月10日㈭の水戸市内
6RC合同例会に変更となります、お間違えの無
いようお願いいたします。
日　時：11月10日㈭

受付 17:15～　例会 18:00～　懇親会19:30～
場　所：水戸三の丸ホテル及びZoom
参加費：8,000円（例会のみ2,000円）
　　　　Zoom参加無料
講　演：「働き方改革で職場改革！」　

　NPO法人 ファザーリング・ジャパン
ファウンダー／代表理事　安藤哲也氏

◆次々回11月18日㈮の例会は、通常例会となります。
日　時：11月18日㈮　12:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：親睦の時間「11月誕生祝」
　　　　My Business卓話

大原康宏会員、山本大会員、上野義哉会員
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11月10日㈭　18:00
於 水戸三の丸ホテル及びZoom
（水戸市内6RC合同例会の為）


