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地区スローガン：enjoy life 〜人生を楽しむ〜

週報

クラブ会長方針：「ENJOY ROTARY」〜ロータリーを楽しむ〜
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ロータリー財団月間

RIテーマ：イマジン ロータリー

2022年11月10日（木）於 水戸三の丸ホテル
・Zoom

11月第２例会プログラム
〈水戸市内6RC合同例会〉ホスト：水戸好文RC
【例

会】18:00

1. 点鍾・開会

水戸好文RC

2. 国歌斉唱・ロータリーソング

伊藤道子会長

3. ゲスト紹介

4. ビジター紹介

5. 会長・幹事紹介、パストガバナー紹介
6. 会長の時間 水戸好文RC
7. ガバナー補佐挨拶

伊藤道子会長

宮内博夫第３分区ガバナー補佐（水戸東RC）

8. 幹事報告

9. 卓話者紹介

水戸好文RC

藤澤利枝幹事

10. 卓話−記念講演−

組織も部下も伸ばすイクボスのすすめ」

NPO法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー・副代表
NPO法人タイガーマスク基金 代表理事

安藤哲也氏

水戸好文RC 伊藤道子会長

【懇親会】19:30
1. 乾

2. 歓

杯

水戸市内6RC合同例会実行委員会 井坂陽子委員長
談

3. 次期ホストクラブ会長挨拶
4. 閉会の言葉
5. 点鐘・閉会

１ 国際ロータリーメルボルン大会のご案内が来ております。
日 時：2023年5月27日〜31日
場 所：オーストラリア・メルボルン
登録料：会員又は同伴者（31歳以上）
2022年12月15日まで ＄475
2023年３月31日まで ＄575
2023年５月31日
＄675
＊登録方法についてはMy ROTARYよりオンライン
登録となります。詳細についてもMy ROTARYの
国際大会をご覧ください。
２ 次回例会日程
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
講師プロフィール

「働き方改革で職場改革！

11. 御 礼

幹 事 報 告

水戸RC 川名信博会長

水戸好文RC

川上美智子副会長

国際ロータリー第2820地区

安藤哲也氏は、株式会社バックボーン・フューチャー 代表取締
役、NPO法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー・副代表、
NPO法人タイガーマスク基金 代表理事、一般社団法人ホワイト
リボンキャンペーン・ジャパン 共同代表、NPO法人孫育て・にっぽ
ん 理事等、多岐にわたり活躍されております。
1962年のお生まれで、出版社、書店、IT企業など９回の転職を
経て、2006年に父親支援のNPO法人ファザーリング・ジャパン
を設立。
「 笑っている父親を増やしたい」と講演や企業向けセミ
ナー、絵本読み聞かせなどで全国を廻っております。
ご本人も三人のお子様がおられるお父さんです。最近は、男性
育休推進や管理職養成事業の「イクボス」で企業・自治体での研
修も多く厚生労働省「イクメンプロジェクト推進チーム」の顧問を
され、
にっぽん子育て応援団 共同代表等も務められています。
著書に『パパの極意〜仕事も育児も楽しむ生き方』
（ NHK出
版）、
『パパ1年生』
（かんき出版）、
『Papaʼs絵本33』
（小学館）
『で
きるリーダーはなぜメールが短いのか』
（青春出版社）など多数出
版しています。

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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10月第4例会 10月30日（日）地区大会 於 つくばノバホール
出席報告
10月第４例会（10月30日）
出席状況

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

80名

28名

52名

40.00％

前週訂正出席率80.00％

11月第１例会 11月４日（金）
■ゲスト

■財団BOX（11月４日（金）扱）

地区ロータリー財団委員会地区補助金担当・申請委員
佐川真治 氏（水戸東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

……本日の水戸南RCの例会に地区ロータリー財団を
お招き頂き感謝申し上げます。
粂田信行会員……地区ロータリー財団委員会地区補助金担当・申請
委員の佐川様今日の卓話宜しくお願い致します。
小泉正史会員……ロータリー財団月間です。宜しくお願いします。
原口一吉会員……佐川様ようこそ！！
小島瑞貴会員……佐川様、お越し下さいまして有難うございます。
宜しくお願い致します。
石川啓司会員……地区補助金担当・申請委員の佐川真治様、卓話を

この計

７件

$100

14,800円（累計 $8,900）

$100

14,800円（累計 $7,900）

$100

14,800円（累計 $2,200）

$100

14,800円（累計 $1,300）

宇留野秀一会員…財団の友献金（第２回）

二川隆司会員……財団の友献金（第３回）
この計

５件

$600

88,800円

■米山BOX（11月４日（金）扱）
篠原

勉会員……米山功労者献金（第５回）

髙野

賢会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計650,000円）
10,000円（累計610,000円）

21,000円

鈴木さちよ会員…準米山功労者献金（第８回）
10,000円（累計 80,000円）

■会員メークアップ

磯﨑昭彦会員……準米山功労者献金（第３回）

10/26 水戸西RC 大金 誠

10,000円（累計 30,000円）

10/29 地区会長幹事会
長谷川國雄

29,600円（累計$19,200）

粂田信行会員……財団の友献金（第９回）

佐川真治地区ロータリー財団委員会地区補助金担当・申請委員（水戸東RC）

石井浩一会員……佐川様、卓話を宜しくお願いします。

$200

井澤卓司会員……財団の友献金（第９回）

■ニコニコBOX（11月４日（金）扱）

期待しております。宜しくお願い致します。

鈴木憲一会員……財団の友献金（第１・２回）

宇留野秀一

二川隆司

粂田信行

この計

４件

40,000円

及川 譲
10/31 北海道2500REC

2021-22年度ロータリー賞受賞
篠原勉直前会長

出席報告
11月第１例会（11月４日）
出席状況

野口英壽

米山奨学生 アップワ ワドウ メストリ デ シルバ オシニ リドミカさん
から挨拶をいただきました

佐川真治地区補助金担当・申請委員の卓話

会員数

出席数

欠席数

本日出席率

80名

47名

33名

62.67％

前週訂正出席率60.56％

