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国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆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

■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

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　委員：中庭浩実

●会　長　粂田　信行　会長エレクト　石川　啓司
●幹　事　及川　　譲　副会長　　　　兼子　充裕
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　赤岩　賢二

水戸南
　ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

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～

週報

RIテーマ：イマジン ロータリー

赤岩賢二　　浅野佑介　　深谷　智　　二川隆司
軍司由佳　　原口一吉　　長谷川國雄　橋本　哲
人見光一　　石井浩一　　石川啓司　　井澤卓司
兼子充裕　　菊池秀機　　金原和美　　小泉正史
小路　實　　粂田信行　　根本 次　　野口英壽
大森　愛　　小川啓子　　及川　譲　　太田聖史
笹館康男　　島根昌明　　篠原　勉　　鈴木憲一
高柳益美　　上野義哉　　宇留野秀一　山下真悟
米川幸喜　　　　　　　　　　　　　（計33名）

１月 11日㈬ 1-3奉仕研究会がスカーサ（吉沢町）
にて開催されました。
講　師：篠原　勉奉仕プロジェクト委員長
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　（16名）
粂田信行　　井澤卓司　　篠原　勉　　石川啓司
鈴木憲一　　金原和美　　原口一吉　　高柳益美
小泉正史　　録田幸裕　　宇留野秀一　川上英則
藤沼健二　　中庭浩実　　大森　愛　　及川　譲

おひさま食堂が開催されます。
日　時：１月28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

次回例会日程
日　時：１月27日㈮　18:30～　
場　所：水戸プラザホテル
クラブ懇談会：新年例会が開催されます。
＊ビンゴ大会が開催されます。景品を大募集中です
ので、宜しくお願い致します。
＊感染予防の為、発熱、喉の痛み等のある場合は、
検査を宜しくお願い致します。

１

２

３

 1. 点鐘・開会 
 2. ロータリーソング〈奉仕の理想〉※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. ポール・ハリス・ソサエティー認証状及び襟ピン伝達

 粂田信行会員
 6. 会　食
 7. 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）
 8. 幹事報告
 9. クラブ協議会「委員会上半期実績報告・下半期活動計画」

会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、
親睦活動、会場運営、プログラム、公共イメージ、
会報、ＩＴ資料、雑誌、奉仕プロジェクト、
職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、
国際奉仕・姉妹友好クラブ、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

１月第３例会プログラム
2023年１月13日（金）

前週訂正出席率76.71％
80名 46名 34名 59.74％１月第２例会（１月13日）

出席状況

長谷川國雄会員…
粂田信行会員……

及川　譲会員……
水口二良会員……
笹館康男会員……

塩沢富夫会員……

松本隆史会員……

綿引甚介会員……
大原康宏会員……
久保田規子会員…

久保田啓藏会員・赤岩賢二会員
　　　　　　……

髙野　賢会員……

根本 次会員……

志村　保会員・深谷　智会員・宇留野秀一会員・小泉正史会員・
人見光一会員……
篠原　勉会員・米田英雄会員……
武田　誠会員……

小川啓子会員……

川﨑英輝会員……

原口一吉会員……

鈴木由紀子会員…

平山桜子会員……
川上英則会員……

小路　實会員・野口英壽会員……
石川啓司会員……

本年も宜しくお願いします。
皆様、新年明けましておめでとうございます。「ロー
タリーを楽しもう」で今年も宜しくお願いします。
皆様、本年も宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願いします。
良い年でありますように。今年も宜しくお願い致
します。
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い
致します。
久し振りに出席致しました。特に悪いところは無い
ように感じます。検査は月に一回位、受けています。
本年も宜しくお願いします。
おめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。今年も宜
しくお願いします。

皆様、新年明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願い致します。創立50周年事業
を成功させましょう。
今年も宜しくお願い致します。会長、幹事、下半
期も頑張って下さい。

今年も宜しくお願いします。
　　　　　　　新年おめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。今年は６
月１日、２日と創立50周年記念式典・祝宴があ
ります。皆様、ご協力を！！
今日、My Business卓話でお話をさせて頂きます。
宜しくお願いします。
次男が日本ラグビー協会より全国ジュニアラグ
ビー大会優秀選手に選出されました。
今年も宜しくお願いします！！皆様の健康をお祈
りしています！！
おめでとうございます。出席委員長なのに例会出
席できずにすみませんでした。本年も宜しくお願
い致します。
お誕生日おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年も昨年同
様宜しくお願い申し上げます。今年一年、皆様の
ご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。
　　　　　　　本年も宜しくお願いします。
御正月おめでとうございます。東京と地元の病院
でまとめて検査しました。この後、検査結果が悪
いので医師からお呼び出しです。

■会員メークアップ
12/25　次年度地区研修委員・ガバナー補佐会議　　井澤卓司
 １ /11　北海道2500REC　　野口英壽

■ニコニコBOX（1月13日（金）扱）

この計　　　31件　　　104,000円

■米山BOX（1月13日（金）扱）
松本隆史会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計590,000円）
及川　譲会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計340,000円）
小泉正史会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計180,000円）
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 90,000円）
平山桜子会員……準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）
山下真悟会員……準米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 20,000円）

この計　　　６件　　　60,000円
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１月第２例会　１月13日（金）

Vol.50  No22（第2327）－１ 2023年（令和５年）１月20日（金）
職業奉仕月間

水戸西RC　鯨岡則雄会員■ビジター ■財団BOX（1月13日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金 ポリオプラス（第４回）

$100　13,200円（累計$19,400）
井澤卓司会員……財団の友献金（第３回）

$100　13,200円（累計 $9,300）
粂田信行会員……財団の友献金（第２回）

$100　13,200円（累計 $8,200）
松本隆史会員……財団の友献金 ポリオプラス（第７回）

$100　13,200円（累計 $6,700）
米川幸喜会員……財団の友献金 ポリオプラス（第10回）

$100　13,200円（累計 $3,000）
宇留野秀一会員…財団の友献金 ポリオプラス（第３回）

$100　13,200円（累計 $2,300）
小泉正史会員……財団の友献金 ポリオプラス（第10回）

$100　13,200円（累計 $2,000）
平山桜子会員……財団の友献金 ポリオプラス（第４回）

$100　13,200円（累計   $400）

この計　　　８件　　　$800　　　105,600円

■2022年７月～12月の出席100％会員は下記の方々です。

◎メークアップ期間は、年度内（2023年６月30日迄）ですので、それまでにお願い致します。
　メークアップ数については、鈴木（由）出席委員長又は、事務局迄、お尋ね下さい。
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会員組織委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績報告
　会員組織委員会に属する職業分類・会員選考・会
員増強・ロータリー情報の４つの委員会で協力しな
がら、会員基盤の維持・発展のため、会員の増強及
び退会防止に努めた。

２.下半期活動計画
　当クラブ粂田信行会長の「ENJOY ROTARY」
～ロータリーを楽しむ～の方針に従い、会員組織委
員会内の４つの委員会の連携を図り、さらに会員組
織の強化を目指します。

職業分類委員会
委員長　深谷　　智

１.上半期実績報告
⑴新会員の入会時、委員会を実施致しました。
⑵新しい職業分類の開放は御座いませんでした。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、総務省統計局の日本標準産業分類を基
本として、職業分類を決定する。

⑵特定の職業に偏らず、バランスのとれた職業分類
のクラブを目指す。

会員選考委員会
委員長　根本　 次

１.上半期実績報告
　上半期は、３名の新会員候補者を選考させていた
だきました。
　会員増強、ロータリー情報、職業分類の３委員会
と連携し、いろいろと話し合って選考することがで
き、奉仕活動にも積極的に参加してくれる会員に入
会してもらうことができました。

２.下半期活動計画
　下半期も、３委員会と連携してしっかりと選考し
ていきたいと思います。

会員増強委員会
委員長　高梨　博行

１.上半期実績報告
①新会員３名の増強
（藤沼健二会員、伊藤浩一会員、川上英則会員）
②1－3奉仕研究会や奉仕活動、親睦活動が再開
し、積極的に参加して頂くことでクラブに慣れ親
しんで頂ける環境となってきている。

２.下半期活動計画
①会員増強目標５名を達成する為、あと２名以上の
増強活動を継続して行う。
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。
③欠席の続いている会員に声かけをして、例会や奉
仕活動、親睦活動で接点を作りたい。
④会長・幹事をはじめ会員の皆様、私たちのクラブ
の明るい未来の為に会員増強のご協力をお願い致
します。

ロータリー情報委員会
委員長　小路　　實

１.上半期実績報告
　新会員候補者の事前のオリエンテーションを行
い、ロータリークラブの意義を説明しました。
　今年度は８月に藤沼健二会員、10月に伊藤浩一
会員、川上英則会員、３名のオリエンテーションを
行いました。

２.下半期活動計画
　下半期も同様に新会員候補者の事前のオリエン
テーションを行いロータリークラブの意義を説明し
ます。
　更なる新会員の候補者に、アドバイス・資料等を用
意し、入会に繋がるよう活動を行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　兼子　充裕

１.上半期実績報告
⑴各委員会とも、委員長を中心に活動して頂きまし
た。
⑵クラブ管理運営委員会は、コロナ禍の為、開催で
きませんでした。

２.下半期活動計画
⑴下半期は、各委員長に委員会状況を聞き、確認し
ていきたいと思います。
⑵クラブ管理運営委員会を感染状況により開催した
いと思います。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績報告
①国際奉仕活動　重点項目『疾病予防と治療』
グローバル補助金GG2341526
2,100ドル（289,800円）（タイ国内の４地域に
６台の人工透析機寄贈：シーロムRC共同)
②姉妹友好クラブ活動
清州西原RC、シーロムRC、高松西RCに対して、
当クラブ創立50周年記念式典への参加ご依頼。

２.下半期活動計画
　当クラブ創立50周年記念式典に対する協力。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績報告
・32年ぶりの円安の影響もあるのか、79名中41
名がまだ未寄付。
・ベネファクター 1,000ドル　１名達成
上半期8,800ドルをご寄付頂きました。

２.下半期活動計画
　地区の目標（年次寄付１人150ドル、ポリオ撲
滅１人30ドル、合計180ドル）が達成できるよう
に、会員の皆さんにもう１度ご理解いただいてロー
タリー財団へのご支援をお願いする。
　41名の未寄付の会員の方にお願いをする。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.上半期実績報告
・米山記念奨学金寄付金額
　￥1,302,500（達成率70％）
　目標まで残り￥672,500必達
・米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

２.下半期活動計画
米山記念奨学金寄付金額　100％達成
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。
③奨学生の研修の報告機会を設ける。
④米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.上半期実績報告
　上半期ニコニコBOX寄付金合計金額は、842,000
円になります。

２.下半期活動計画
　年間目標の１人当たり年間寄付30,000円以上達
成に向け、お声掛けをさせていただきながら、下半
期もニコニコBOXコーナーの明るい雰囲気作りに
努めていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績報告
　厳正な会計処理を行い、支払い事務を遅滞なく
行った。

２.下半期活動計画　
　創立50周年記念式典に向け効果的な支払いをす
る。

IT資料委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績報告
①クラブ内の連絡手段としてらくらく連絡網の活用
・例会案内、行事の案内等をらくらくメールで
行った。
・例会の返信率は75％前後となっており、目標
の80％に届かず。新会員の登録やメールアド
レス変更時のサポートなどを行い、登録率は
90％となった。

②My Rotaryの会員の登録率は上期末で71％となっ
ており、こちらも目標の85％に届いていない。
③クラブホームページについては奉仕活動の掲載を
更新した。
④Facebookを活用し、例会・奉仕活動等の実施
状況をタイムリーに発信できた。

２.下半期活動計画
①引き続き、クラブ内の連絡手段としてらくらく連
絡網を活用する。
・例会の出欠連絡の返信率を80%以上達成に向
けて、活用のサポートを行う。

②My Rotaryの登録サポート、会員の登録率を85%
の達成。
③クラブホームページの活用、特にお知らせを充実
させる。
④Facebookの活用を引き続き行う。
⑤会員のIT利用と個人情報保護のガイドラインを
作定する。
⑥行事や外部との関わりにおいてIT活用が必要な
場合はサポートする。

雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績報告
　委員で分担をして、第二例会の際に雑誌の紹介を
した。

２.下半期活動計画
　委員及び会員の協力により、雑誌の紹介をする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.上半期実績報告
　特になし。

２.下半期活動計画
　情報集会を開く。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績報告
⑴職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示した。
⑵例会での卓話の時間において、会員卓話「My 
Business卓話」を実施しました。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、例会場に「四つのテスト」の掲示、会
員卓話「My Business卓話」を実施する。
⑵地域社会に貢献する職場への職場訪問を実施す
る。
⑶会員の皆様にご協力頂き、「癒しフェア」等、職
業奉仕の実践の活動を行いたい。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績報告
・ロータリー財団地区補助金を利用して、青柳公園
スケートボード場にデジタル電波時計を寄贈する
にあたり、３月実行に向けて、打ち合わせ中。
・クラブの継続事業である、おひさま食堂を継続
中。
・９月にロータリーデー水戸市内6RC環境保全活
動、「水戸駅南口周辺桜川沿い清掃」、移動例会を
実施しました。
・こども元気プロジェクト実施に係る食料品の手配
など。

２.下半期活動計画
・水戸市青柳公園スケートボード場にデジタル電波
時計を寄贈する。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.上半期実績報告
・1－3奉仕研究会の勉強会で、青少年奉仕につい
て説明する。
・水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の件で協
会の小沼氏と打合せ。

２.下半期活動計画
・２月12日㈰の第20回水戸南RC杯ミニバスケッ
トボール大会の支援。
・新型コロナの状況により、出前授業は考えており
ません。

出席委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績報告
・新型コロナウイルスの影響もまだまだある様で、
感染して出席できない方や濃厚接触者になり出席
できない方などもおり、会長目標には届きません
でした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない方へのメークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー。
電話で（嫌がられない程度）出席を促す、推薦者
の方にもお願いして同伴してもらう、など。

親睦活動委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績報告
①毎月「誕生祝」をすることが出来ました。
②コロナ禍で見送っていた夜の例会を１年ぶりに行
うことが出来ました。

２.下半期活動計画
①引き続き、コロナの感染状況やステージ等を見な
がら、新年例会、年度末最終例会等の検討をして
いきたいと思います。

会場運営委員会
委員長　島根　昌明

１.上半期実績報告
⑴例会準備40分前に行っております。
⑵会場運営の確認、週報・その他の資料確認し、
メールボックスへの配布、ビジター、ゲストの誘
導案内を実施いたしました。

⑶例会食事の充実と、発注誤差を最低限に抑えてま
いりました。

⑷関係委員会と連携を取り、定刻前の着座と例会中
の雑談をなくすように、お声をかけて参りまし
た。

２.下半期活動計画
　例会食事の発注誤差を最小限に抑えるためには、
らくらく連絡網への登録と返信の100％が必要か
と思います。会員の皆様のご協力をお願いします。

プログラム委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績報告
　月間プログラムの作成を行い、理事会にはかり、
様々な意見を取り入れながら、職業奉仕委員会と連
携して、会長方針であるMy Business卓話を発表
しています。

２.下半期活動計画
⑴年間・月間プログラムの作成をする。
⑵当月・次月の例会プログラムを理事会にはかり、
様々な取り入れバランスの取れた充実したプログ
ラムを企画する。
⑶会長方針である、全会員が自分の職業を紹介する
My Business卓話を職業奉仕と連携して、月一
回行う。
⑷卓話者の選定など、会員による卓話や各分野でご
活躍されている方々に卓話の依頼をする。
⑸委員会メンバーの持ち回りで、司会進行を実施す
る。

公共イメージ委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績報告
・FMぱるるんでのCMの放送
・IT資料委員会と連携して、Facebookを活用し
た広報活動

２.下半期活動計画
・今後行われる水戸南RC杯ミニバスケットボール
大会、創立50周年、例会の様子等ロータリーの
活動をFacebookや新聞媒体等を活用してPR
し、公共イメージのアップにつなげていきます。

会報委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績報告
　ガバナー公式訪問の様子、各奉仕活動の様子等を
掲載。

２.下半期活動計画
　年末・年始の行事の掲載、創立50周年に向けた
行事を掲載。
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会員組織委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績報告
　会員組織委員会に属する職業分類・会員選考・会
員増強・ロータリー情報の４つの委員会で協力しな
がら、会員基盤の維持・発展のため、会員の増強及
び退会防止に努めた。

２.下半期活動計画
　当クラブ粂田信行会長の「ENJOY ROTARY」
～ロータリーを楽しむ～の方針に従い、会員組織委
員会内の４つの委員会の連携を図り、さらに会員組
織の強化を目指します。

職業分類委員会
委員長　深谷　　智

１.上半期実績報告
⑴新会員の入会時、委員会を実施致しました。
⑵新しい職業分類の開放は御座いませんでした。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、総務省統計局の日本標準産業分類を基
本として、職業分類を決定する。
⑵特定の職業に偏らず、バランスのとれた職業分類
のクラブを目指す。

会員選考委員会
委員長　根本　 次

１.上半期実績報告
　上半期は、３名の新会員候補者を選考させていた
だきました。
　会員増強、ロータリー情報、職業分類の３委員会
と連携し、いろいろと話し合って選考することがで
き、奉仕活動にも積極的に参加してくれる会員に入
会してもらうことができました。

２.下半期活動計画
　下半期も、３委員会と連携してしっかりと選考し
ていきたいと思います。

会員増強委員会
委員長　高梨　博行

１.上半期実績報告
①新会員３名の増強
（藤沼健二会員、伊藤浩一会員、川上英則会員）
②1－3奉仕研究会や奉仕活動、親睦活動が再開
し、積極的に参加して頂くことでクラブに慣れ親
しんで頂ける環境となってきている。

２.下半期活動計画
①会員増強目標５名を達成する為、あと２名以上の
増強活動を継続して行う。
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。
③欠席の続いている会員に声かけをして、例会や奉
仕活動、親睦活動で接点を作りたい。
④会長・幹事をはじめ会員の皆様、私たちのクラブ
の明るい未来の為に会員増強のご協力をお願い致
します。

ロータリー情報委員会
委員長　小路　　實

１.上半期実績報告
　新会員候補者の事前のオリエンテーションを行
い、ロータリークラブの意義を説明しました。
　今年度は８月に藤沼健二会員、10月に伊藤浩一
会員、川上英則会員、３名のオリエンテーションを
行いました。

２.下半期活動計画
　下半期も同様に新会員候補者の事前のオリエン
テーションを行いロータリークラブの意義を説明し
ます。
　更なる新会員の候補者に、アドバイス・資料等を用
意し、入会に繋がるよう活動を行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　兼子　充裕

１.上半期実績報告
⑴各委員会とも、委員長を中心に活動して頂きまし
た。
⑵クラブ管理運営委員会は、コロナ禍の為、開催で
きませんでした。

２.下半期活動計画
⑴下半期は、各委員長に委員会状況を聞き、確認し
ていきたいと思います。
⑵クラブ管理運営委員会を感染状況により開催した
いと思います。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績報告
①国際奉仕活動　重点項目『疾病予防と治療』
グローバル補助金GG2341526
2,100ドル（289,800円）（タイ国内の４地域に
６台の人工透析機寄贈：シーロムRC共同)
②姉妹友好クラブ活動
清州西原RC、シーロムRC、高松西RCに対して、
当クラブ創立50周年記念式典への参加ご依頼。

２.下半期活動計画
　当クラブ創立50周年記念式典に対する協力。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績報告
・32年ぶりの円安の影響もあるのか、79名中41
名がまだ未寄付。

・ベネファクター 1,000ドル　１名達成
上半期8,800ドルをご寄付頂きました。

２.下半期活動計画
　地区の目標（年次寄付１人150ドル、ポリオ撲
滅１人30ドル、合計180ドル）が達成できるよう
に、会員の皆さんにもう１度ご理解いただいてロー
タリー財団へのご支援をお願いする。
　41名の未寄付の会員の方にお願いをする。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.上半期実績報告
・米山記念奨学金寄付金額
　￥1,302,500（達成率70％）
　目標まで残り￥672,500必達
・米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

２.下半期活動計画
米山記念奨学金寄付金額　100％達成
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。

②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。

③奨学生の研修の報告機会を設ける。
④米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.上半期実績報告
　上半期ニコニコBOX寄付金合計金額は、842,000
円になります。

２.下半期活動計画
　年間目標の１人当たり年間寄付30,000円以上達
成に向け、お声掛けをさせていただきながら、下半
期もニコニコBOXコーナーの明るい雰囲気作りに
努めていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績報告
　厳正な会計処理を行い、支払い事務を遅滞なく
行った。

２.下半期活動計画　
　創立50周年記念式典に向け効果的な支払いをす
る。

IT資料委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績報告
①クラブ内の連絡手段としてらくらく連絡網の活用
・例会案内、行事の案内等をらくらくメールで
行った。

・例会の返信率は75％前後となっており、目標
の80％に届かず。新会員の登録やメールアド
レス変更時のサポートなどを行い、登録率は
90％となった。

②My Rotaryの会員の登録率は上期末で71％となっ
ており、こちらも目標の85％に届いていない。

③クラブホームページについては奉仕活動の掲載を
更新した。

④Facebookを活用し、例会・奉仕活動等の実施
状況をタイムリーに発信できた。

２.下半期活動計画
①引き続き、クラブ内の連絡手段としてらくらく連
絡網を活用する。
・例会の出欠連絡の返信率を80%以上達成に向
けて、活用のサポートを行う。

②My Rotaryの登録サポート、会員の登録率を85%
の達成。

③クラブホームページの活用、特にお知らせを充実
させる。

④Facebookの活用を引き続き行う。
⑤会員のIT利用と個人情報保護のガイドラインを
作定する。

⑥行事や外部との関わりにおいてIT活用が必要な
場合はサポートする。

雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績報告
　委員で分担をして、第二例会の際に雑誌の紹介を
した。

２.下半期活動計画
　委員及び会員の協力により、雑誌の紹介をする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.上半期実績報告
　特になし。

２.下半期活動計画
　情報集会を開く。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績報告
⑴職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示した。
⑵例会での卓話の時間において、会員卓話「My 
Business卓話」を実施しました。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、例会場に「四つのテスト」の掲示、会
員卓話「My Business卓話」を実施する。
⑵地域社会に貢献する職場への職場訪問を実施す
る。
⑶会員の皆様にご協力頂き、「癒しフェア」等、職
業奉仕の実践の活動を行いたい。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績報告
・ロータリー財団地区補助金を利用して、青柳公園
スケートボード場にデジタル電波時計を寄贈する
にあたり、３月実行に向けて、打ち合わせ中。
・クラブの継続事業である、おひさま食堂を継続
中。
・９月にロータリーデー水戸市内6RC環境保全活
動、「水戸駅南口周辺桜川沿い清掃」、移動例会を
実施しました。
・こども元気プロジェクト実施に係る食料品の手配
など。

２.下半期活動計画
・水戸市青柳公園スケートボード場にデジタル電波
時計を寄贈する。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.上半期実績報告
・1－3奉仕研究会の勉強会で、青少年奉仕につい
て説明する。
・水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の件で協
会の小沼氏と打合せ。

２.下半期活動計画
・２月12日㈰の第20回水戸南RC杯ミニバスケッ
トボール大会の支援。
・新型コロナの状況により、出前授業は考えており
ません。

出席委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績報告
・新型コロナウイルスの影響もまだまだある様で、
感染して出席できない方や濃厚接触者になり出席
できない方などもおり、会長目標には届きません
でした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない方へのメークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー。
電話で（嫌がられない程度）出席を促す、推薦者
の方にもお願いして同伴してもらう、など。

親睦活動委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績報告
①毎月「誕生祝」をすることが出来ました。
②コロナ禍で見送っていた夜の例会を１年ぶりに行
うことが出来ました。

２.下半期活動計画
①引き続き、コロナの感染状況やステージ等を見な
がら、新年例会、年度末最終例会等の検討をして
いきたいと思います。

会場運営委員会
委員長　島根　昌明

１.上半期実績報告
⑴例会準備40分前に行っております。
⑵会場運営の確認、週報・その他の資料確認し、
メールボックスへの配布、ビジター、ゲストの誘
導案内を実施いたしました。
⑶例会食事の充実と、発注誤差を最低限に抑えてま
いりました。
⑷関係委員会と連携を取り、定刻前の着座と例会中
の雑談をなくすように、お声をかけて参りまし
た。

２.下半期活動計画
　例会食事の発注誤差を最小限に抑えるためには、
らくらく連絡網への登録と返信の100％が必要か
と思います。会員の皆様のご協力をお願いします。

プログラム委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績報告
　月間プログラムの作成を行い、理事会にはかり、
様々な意見を取り入れながら、職業奉仕委員会と連
携して、会長方針であるMy Business卓話を発表
しています。

２.下半期活動計画
⑴年間・月間プログラムの作成をする。
⑵当月・次月の例会プログラムを理事会にはかり、
様々な取り入れバランスの取れた充実したプログ
ラムを企画する。
⑶会長方針である、全会員が自分の職業を紹介する
My Business卓話を職業奉仕と連携して、月一
回行う。
⑷卓話者の選定など、会員による卓話や各分野でご
活躍されている方々に卓話の依頼をする。
⑸委員会メンバーの持ち回りで、司会進行を実施す
る。

公共イメージ委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績報告
・FMぱるるんでのCMの放送
・IT資料委員会と連携して、Facebookを活用し
た広報活動

２.下半期活動計画
・今後行われる水戸南RC杯ミニバスケットボール
大会、創立50周年、例会の様子等ロータリーの
活動をFacebookや新聞媒体等を活用してPR
し、公共イメージのアップにつなげていきます。

会報委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績報告
　ガバナー公式訪問の様子、各奉仕活動の様子等を
掲載。

２.下半期活動計画
　年末・年始の行事の掲載、創立50周年に向けた
行事を掲載。

会員組織委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績報告
　会員組織委員会に属する職業分類・会員選考・会
員増強・ロータリー情報の４つの委員会で協力しな
がら、会員基盤の維持・発展のため、会員の増強及
び退会防止に努めた。

２.下半期活動計画
　当クラブ粂田信行会長の「ENJOY ROTARY」
～ロータリーを楽しむ～の方針に従い、会員組織委
員会内の４つの委員会の連携を図り、さらに会員組
織の強化を目指します。

職業分類委員会
委員長　深谷　　智

１.上半期実績報告
⑴新会員の入会時、委員会を実施致しました。
⑵新しい職業分類の開放は御座いませんでした。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、総務省統計局の日本標準産業分類を基
本として、職業分類を決定する。

⑵特定の職業に偏らず、バランスのとれた職業分類
のクラブを目指す。

会員選考委員会
委員長　根本　祐次

１.上半期実績報告
　上半期は、３名の新会員候補者を選考させていた
だきました。
　会員増強、ロータリー情報、職業分類の３委員会
と連携し、いろいろと話し合って選考することがで
き、奉仕活動にも積極的に参加してくれる会員に入
会してもらうことができました。

２.下半期活動計画
　下半期も、３委員会と連携してしっかりと選考し
ていきたいと思います。

会員増強委員会
委員長　高梨　博行

１.上半期実績報告
①新会員３名の増強
（藤沼健二会員、伊藤浩一会員、川上英則会員）
②1－3奉仕研究会や奉仕活動、親睦活動が再開
し、積極的に参加して頂くことでクラブに慣れ親
しんで頂ける環境となってきている。

２.下半期活動計画
①会員増強目標５名を達成する為、あと２名以上の
増強活動を継続して行う。
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。
③欠席の続いている会員に声かけをして、例会や奉
仕活動、親睦活動で接点を作りたい。
④会長・幹事をはじめ会員の皆様、私たちのクラブ
の明るい未来の為に会員増強のご協力をお願い致
します。

ロータリー情報委員会
委員長　小路　　實

１.上半期実績報告
　新会員候補者の事前のオリエンテーションを行
い、ロータリークラブの意義を説明しました。
　今年度は８月に藤沼健二会員、10月に伊藤浩一
会員、川上英則会員、３名のオリエンテーションを
行いました。

２.下半期活動計画
　下半期も同様に新会員候補者の事前のオリエン
テーションを行いロータリークラブの意義を説明し
ます。
　更なる新会員の候補者に、アドバイス・資料等を用
意し、入会に繋がるよう活動を行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　兼子　充裕

１.上半期実績報告
⑴各委員会とも、委員長を中心に活動して頂きまし
た。
⑵クラブ管理運営委員会は、コロナ禍の為、開催で
きませんでした。

２.下半期活動計画
⑴下半期は、各委員長に委員会状況を聞き、確認し
ていきたいと思います。
⑵クラブ管理運営委員会を感染状況により開催した
いと思います。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績報告
①国際奉仕活動　重点項目『疾病予防と治療』
グローバル補助金GG2341526
2,100ドル（289,800円）（タイ国内の４地域に
６台の人工透析機寄贈：シーロムRC共同)
②姉妹友好クラブ活動
清州西原RC、シーロムRC、高松西RCに対して、
当クラブ創立50周年記念式典への参加ご依頼。

２.下半期活動計画
　当クラブ創立50周年記念式典に対する協力。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績報告
・32年ぶりの円安の影響もあるのか、79名中41
名がまだ未寄付。
・ベネファクター 1,000ドル　１名達成
上半期8,800ドルをご寄付頂きました。

２.下半期活動計画
　地区の目標（年次寄付１人150ドル、ポリオ撲
滅１人30ドル、合計180ドル）が達成できるよう
に、会員の皆さんにもう１度ご理解いただいてロー
タリー財団へのご支援をお願いする。
　41名の未寄付の会員の方にお願いをする。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.上半期実績報告
・米山記念奨学金寄付金額
　￥1,302,500（達成率70％）
　目標まで残り￥672,500必達
・米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

２.下半期活動計画
米山記念奨学金寄付金額　100％達成
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。
③奨学生の研修の報告機会を設ける。
④米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.上半期実績報告
　上半期ニコニコBOX寄付金合計金額は、842,000
円になります。

２.下半期活動計画
　年間目標の１人当たり年間寄付30,000円以上達
成に向け、お声掛けをさせていただきながら、下半
期もニコニコBOXコーナーの明るい雰囲気作りに
努めていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績報告
　厳正な会計処理を行い、支払い事務を遅滞なく
行った。

２.下半期活動計画　
　創立50周年記念式典に向け効果的な支払いをす
る。

IT資料委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績報告
①クラブ内の連絡手段としてらくらく連絡網の活用
・例会案内、行事の案内等をらくらくメールで
行った。
・例会の返信率は75％前後となっており、目標
の80％に届かず。新会員の登録やメールアド
レス変更時のサポートなどを行い、登録率は
90％となった。

②My Rotaryの会員の登録率は上期末で71％となっ
ており、こちらも目標の85％に届いていない。
③クラブホームページについては奉仕活動の掲載を
更新した。
④Facebookを活用し、例会・奉仕活動等の実施
状況をタイムリーに発信できた。

２.下半期活動計画
①引き続き、クラブ内の連絡手段としてらくらく連
絡網を活用する。
・例会の出欠連絡の返信率を80%以上達成に向
けて、活用のサポートを行う。

②My Rotaryの登録サポート、会員の登録率を85%
の達成。
③クラブホームページの活用、特にお知らせを充実
させる。
④Facebookの活用を引き続き行う。
⑤会員のIT利用と個人情報保護のガイドラインを
作定する。
⑥行事や外部との関わりにおいてIT活用が必要な
場合はサポートする。

雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績報告
　委員で分担をして、第二例会の際に雑誌の紹介を
した。

２.下半期活動計画
　委員及び会員の協力により、雑誌の紹介をする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.上半期実績報告
　特になし。

２.下半期活動計画
　情報集会を開く。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績報告
⑴職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示した。
⑵例会での卓話の時間において、会員卓話「My 
Business卓話」を実施しました。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、例会場に「四つのテスト」の掲示、会
員卓話「My Business卓話」を実施する。
⑵地域社会に貢献する職場への職場訪問を実施す
る。
⑶会員の皆様にご協力頂き、「癒しフェア」等、職
業奉仕の実践の活動を行いたい。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績報告
・ロータリー財団地区補助金を利用して、青柳公園
スケートボード場にデジタル電波時計を寄贈する
にあたり、３月実行に向けて、打ち合わせ中。
・クラブの継続事業である、おひさま食堂を継続
中。
・９月にロータリーデー水戸市内6RC環境保全活
動、「水戸駅南口周辺桜川沿い清掃」、移動例会を
実施しました。
・こども元気プロジェクト実施に係る食料品の手配
など。

２.下半期活動計画
・水戸市青柳公園スケートボード場にデジタル電波
時計を寄贈する。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.上半期実績報告
・1－3奉仕研究会の勉強会で、青少年奉仕につい
て説明する。
・水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の件で協
会の小沼氏と打合せ。

２.下半期活動計画
・２月12日㈰の第20回水戸南RC杯ミニバスケッ
トボール大会の支援。
・新型コロナの状況により、出前授業は考えており
ません。

出席委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績報告
・新型コロナウイルスの影響もまだまだある様で、
感染して出席できない方や濃厚接触者になり出席
できない方などもおり、会長目標には届きません
でした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない方へのメークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー。
電話で（嫌がられない程度）出席を促す、推薦者
の方にもお願いして同伴してもらう、など。

親睦活動委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績報告
①毎月「誕生祝」をすることが出来ました。
②コロナ禍で見送っていた夜の例会を１年ぶりに行
うことが出来ました。

２.下半期活動計画
①引き続き、コロナの感染状況やステージ等を見な
がら、新年例会、年度末最終例会等の検討をして
いきたいと思います。

会場運営委員会
委員長　島根　昌明

１.上半期実績報告
⑴例会準備40分前に行っております。
⑵会場運営の確認、週報・その他の資料確認し、
メールボックスへの配布、ビジター、ゲストの誘
導案内を実施いたしました。

⑶例会食事の充実と、発注誤差を最低限に抑えてま
いりました。

⑷関係委員会と連携を取り、定刻前の着座と例会中
の雑談をなくすように、お声をかけて参りまし
た。

２.下半期活動計画
　例会食事の発注誤差を最小限に抑えるためには、
らくらく連絡網への登録と返信の100％が必要か
と思います。会員の皆様のご協力をお願いします。

プログラム委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績報告
　月間プログラムの作成を行い、理事会にはかり、
様々な意見を取り入れながら、職業奉仕委員会と連
携して、会長方針であるMy Business卓話を発表
しています。

２.下半期活動計画
⑴年間・月間プログラムの作成をする。
⑵当月・次月の例会プログラムを理事会にはかり、
様々な取り入れバランスの取れた充実したプログ
ラムを企画する。
⑶会長方針である、全会員が自分の職業を紹介する
My Business卓話を職業奉仕と連携して、月一
回行う。
⑷卓話者の選定など、会員による卓話や各分野でご
活躍されている方々に卓話の依頼をする。
⑸委員会メンバーの持ち回りで、司会進行を実施す
る。

公共イメージ委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績報告
・FMぱるるんでのCMの放送
・IT資料委員会と連携して、Facebookを活用し
た広報活動

２.下半期活動計画
・今後行われる水戸南RC杯ミニバスケットボール
大会、創立50周年、例会の様子等ロータリーの
活動をFacebookや新聞媒体等を活用してPR
し、公共イメージのアップにつなげていきます。

会報委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績報告
　ガバナー公式訪問の様子、各奉仕活動の様子等を
掲載。

２.下半期活動計画
　年末・年始の行事の掲載、創立50周年に向けた
行事を掲載。

上半期実績報告・下半期活動計画
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会員組織委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績報告
　会員組織委員会に属する職業分類・会員選考・会
員増強・ロータリー情報の４つの委員会で協力しな
がら、会員基盤の維持・発展のため、会員の増強及
び退会防止に努めた。

２.下半期活動計画
　当クラブ粂田信行会長の「ENJOY ROTARY」
～ロータリーを楽しむ～の方針に従い、会員組織委
員会内の４つの委員会の連携を図り、さらに会員組
織の強化を目指します。

職業分類委員会
委員長　深谷　　智

１.上半期実績報告
⑴新会員の入会時、委員会を実施致しました。
⑵新しい職業分類の開放は御座いませんでした。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、総務省統計局の日本標準産業分類を基
本として、職業分類を決定する。
⑵特定の職業に偏らず、バランスのとれた職業分類
のクラブを目指す。

会員選考委員会
委員長　根本　祐次

１.上半期実績報告
　上半期は、３名の新会員候補者を選考させていた
だきました。
　会員増強、ロータリー情報、職業分類の３委員会
と連携し、いろいろと話し合って選考することがで
き、奉仕活動にも積極的に参加してくれる会員に入
会してもらうことができました。

２.下半期活動計画
　下半期も、３委員会と連携してしっかりと選考し
ていきたいと思います。

会員増強委員会
委員長　高梨　博行

１.上半期実績報告
①新会員３名の増強
（藤沼健二会員、伊藤浩一会員、川上英則会員）
②1－3奉仕研究会や奉仕活動、親睦活動が再開
し、積極的に参加して頂くことでクラブに慣れ親
しんで頂ける環境となってきている。

２.下半期活動計画
①会員増強目標５名を達成する為、あと２名以上の
増強活動を継続して行う。

②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。

③欠席の続いている会員に声かけをして、例会や奉
仕活動、親睦活動で接点を作りたい。

④会長・幹事をはじめ会員の皆様、私たちのクラブ
の明るい未来の為に会員増強のご協力をお願い致
します。

ロータリー情報委員会
委員長　小路　　實

１.上半期実績報告
　新会員候補者の事前のオリエンテーションを行
い、ロータリークラブの意義を説明しました。
　今年度は８月に藤沼健二会員、10月に伊藤浩一
会員、川上英則会員、３名のオリエンテーションを
行いました。

２.下半期活動計画
　下半期も同様に新会員候補者の事前のオリエン
テーションを行いロータリークラブの意義を説明し
ます。
　更なる新会員の候補者に、アドバイス・資料等を用
意し、入会に繋がるよう活動を行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　兼子　充裕

１.上半期実績報告
⑴各委員会とも、委員長を中心に活動して頂きまし
た。

⑵クラブ管理運営委員会は、コロナ禍の為、開催で
きませんでした。

２.下半期活動計画
⑴下半期は、各委員長に委員会状況を聞き、確認し
ていきたいと思います。

⑵クラブ管理運営委員会を感染状況により開催した
いと思います。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績報告
①国際奉仕活動　重点項目『疾病予防と治療』
グローバル補助金GG2341526
2,100ドル（289,800円）（タイ国内の４地域に
６台の人工透析機寄贈：シーロムRC共同)
②姉妹友好クラブ活動
清州西原RC、シーロムRC、高松西RCに対して、
当クラブ創立50周年記念式典への参加ご依頼。

２.下半期活動計画
　当クラブ創立50周年記念式典に対する協力。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績報告
・32年ぶりの円安の影響もあるのか、79名中41
名がまだ未寄付。

・ベネファクター 1,000ドル　１名達成
上半期8,800ドルをご寄付頂きました。

２.下半期活動計画
　地区の目標（年次寄付１人150ドル、ポリオ撲
滅１人30ドル、合計180ドル）が達成できるよう
に、会員の皆さんにもう１度ご理解いただいてロー
タリー財団へのご支援をお願いする。
　41名の未寄付の会員の方にお願いをする。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.上半期実績報告
・米山記念奨学金寄付金額
　￥1,302,500（達成率70％）
　目標まで残り￥672,500必達
・米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

２.下半期活動計画
米山記念奨学金寄付金額　100％達成
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。

②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。

③奨学生の研修の報告機会を設ける。
④米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.上半期実績報告
　上半期ニコニコBOX寄付金合計金額は、842,000
円になります。

２.下半期活動計画
　年間目標の１人当たり年間寄付30,000円以上達
成に向け、お声掛けをさせていただきながら、下半
期もニコニコBOXコーナーの明るい雰囲気作りに
努めていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績報告
　厳正な会計処理を行い、支払い事務を遅滞なく
行った。

２.下半期活動計画　
　創立50周年記念式典に向け効果的な支払いをす
る。

IT資料委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績報告
①クラブ内の連絡手段としてらくらく連絡網の活用
・例会案内、行事の案内等をらくらくメールで
行った。

・例会の返信率は75％前後となっており、目標
の80％に届かず。新会員の登録やメールアド
レス変更時のサポートなどを行い、登録率は
90％となった。

②My Rotaryの会員の登録率は上期末で71％となっ
ており、こちらも目標の85％に届いていない。

③クラブホームページについては奉仕活動の掲載を
更新した。

④Facebookを活用し、例会・奉仕活動等の実施
状況をタイムリーに発信できた。

２.下半期活動計画
①引き続き、クラブ内の連絡手段としてらくらく連
絡網を活用する。
・例会の出欠連絡の返信率を80%以上達成に向
けて、活用のサポートを行う。

②My Rotaryの登録サポート、会員の登録率を85%
の達成。

③クラブホームページの活用、特にお知らせを充実
させる。

④Facebookの活用を引き続き行う。
⑤会員のIT利用と個人情報保護のガイドラインを
作定する。

⑥行事や外部との関わりにおいてIT活用が必要な
場合はサポートする。

雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績報告
　委員で分担をして、第二例会の際に雑誌の紹介を
した。

２.下半期活動計画
　委員及び会員の協力により、雑誌の紹介をする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.上半期実績報告
　特になし。

２.下半期活動計画
　情報集会を開く。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績報告
⑴職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示した。
⑵例会での卓話の時間において、会員卓話「My 
Business卓話」を実施しました。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、例会場に「四つのテスト」の掲示、会
員卓話「My Business卓話」を実施する。
⑵地域社会に貢献する職場への職場訪問を実施す
る。
⑶会員の皆様にご協力頂き、「癒しフェア」等、職
業奉仕の実践の活動を行いたい。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績報告
・ロータリー財団地区補助金を利用して、青柳公園
スケートボード場にデジタル電波時計を寄贈する
にあたり、３月実行に向けて、打ち合わせ中。
・クラブの継続事業である、おひさま食堂を継続
中。
・９月にロータリーデー水戸市内6RC環境保全活
動、「水戸駅南口周辺桜川沿い清掃」、移動例会を
実施しました。
・こども元気プロジェクト実施に係る食料品の手配
など。

２.下半期活動計画
・水戸市青柳公園スケートボード場にデジタル電波
時計を寄贈する。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.上半期実績報告
・1－3奉仕研究会の勉強会で、青少年奉仕につい
て説明する。
・水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の件で協
会の小沼氏と打合せ。

２.下半期活動計画
・２月12日㈰の第20回水戸南RC杯ミニバスケッ
トボール大会の支援。
・新型コロナの状況により、出前授業は考えており
ません。

出席委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績報告
・新型コロナウイルスの影響もまだまだある様で、
感染して出席できない方や濃厚接触者になり出席
できない方などもおり、会長目標には届きません
でした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない方へのメークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー。
電話で（嫌がられない程度）出席を促す、推薦者
の方にもお願いして同伴してもらう、など。

親睦活動委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績報告
①毎月「誕生祝」をすることが出来ました。
②コロナ禍で見送っていた夜の例会を１年ぶりに行
うことが出来ました。

２.下半期活動計画
①引き続き、コロナの感染状況やステージ等を見な
がら、新年例会、年度末最終例会等の検討をして
いきたいと思います。

会場運営委員会
委員長　島根　昌明

１.上半期実績報告
⑴例会準備40分前に行っております。
⑵会場運営の確認、週報・その他の資料確認し、
メールボックスへの配布、ビジター、ゲストの誘
導案内を実施いたしました。
⑶例会食事の充実と、発注誤差を最低限に抑えてま
いりました。
⑷関係委員会と連携を取り、定刻前の着座と例会中
の雑談をなくすように、お声をかけて参りまし
た。

２.下半期活動計画
　例会食事の発注誤差を最小限に抑えるためには、
らくらく連絡網への登録と返信の100％が必要か
と思います。会員の皆様のご協力をお願いします。

プログラム委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績報告
　月間プログラムの作成を行い、理事会にはかり、
様々な意見を取り入れながら、職業奉仕委員会と連
携して、会長方針であるMy Business卓話を発表
しています。

２.下半期活動計画
⑴年間・月間プログラムの作成をする。
⑵当月・次月の例会プログラムを理事会にはかり、
様々な取り入れバランスの取れた充実したプログ
ラムを企画する。

⑶会長方針である、全会員が自分の職業を紹介する
My Business卓話を職業奉仕と連携して、月一
回行う。

⑷卓話者の選定など、会員による卓話や各分野でご
活躍されている方々に卓話の依頼をする。

⑸委員会メンバーの持ち回りで、司会進行を実施す
る。

公共イメージ委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績報告
・FMぱるるんでのCMの放送
・IT資料委員会と連携して、Facebookを活用し
た広報活動

２.下半期活動計画
・今後行われる水戸南RC杯ミニバスケットボール
大会、創立50周年、例会の様子等ロータリーの
活動をFacebookや新聞媒体等を活用してPR
し、公共イメージのアップにつなげていきます。

会報委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績報告
　ガバナー公式訪問の様子、各奉仕活動の様子等を
掲載。

２.下半期活動計画
　年末・年始の行事の掲載、創立50周年に向けた
行事を掲載。
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会員組織委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績報告
　会員組織委員会に属する職業分類・会員選考・会
員増強・ロータリー情報の４つの委員会で協力しな
がら、会員基盤の維持・発展のため、会員の増強及
び退会防止に努めた。

２.下半期活動計画
　当クラブ粂田信行会長の「ENJOY ROTARY」
～ロータリーを楽しむ～の方針に従い、会員組織委
員会内の４つの委員会の連携を図り、さらに会員組
織の強化を目指します。

職業分類委員会
委員長　深谷　　智

１.上半期実績報告
⑴新会員の入会時、委員会を実施致しました。
⑵新しい職業分類の開放は御座いませんでした。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、総務省統計局の日本標準産業分類を基
本として、職業分類を決定する。

⑵特定の職業に偏らず、バランスのとれた職業分類
のクラブを目指す。

会員選考委員会
委員長　根本　 次

１.上半期実績報告
　上半期は、３名の新会員候補者を選考させていた
だきました。
　会員増強、ロータリー情報、職業分類の３委員会
と連携し、いろいろと話し合って選考することがで
き、奉仕活動にも積極的に参加してくれる会員に入
会してもらうことができました。

２.下半期活動計画
　下半期も、３委員会と連携してしっかりと選考し
ていきたいと思います。

会員増強委員会
委員長　高梨　博行

１.上半期実績報告
①新会員３名の増強
（藤沼健二会員、伊藤浩一会員、川上英則会員）
②1－3奉仕研究会や奉仕活動、親睦活動が再開
し、積極的に参加して頂くことでクラブに慣れ親
しんで頂ける環境となってきている。

２.下半期活動計画
①会員増強目標５名を達成する為、あと２名以上の
増強活動を継続して行う。
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。
③欠席の続いている会員に声かけをして、例会や奉
仕活動、親睦活動で接点を作りたい。
④会長・幹事をはじめ会員の皆様、私たちのクラブ
の明るい未来の為に会員増強のご協力をお願い致
します。

ロータリー情報委員会
委員長　小路　　實

１.上半期実績報告
　新会員候補者の事前のオリエンテーションを行
い、ロータリークラブの意義を説明しました。
　今年度は８月に藤沼健二会員、10月に伊藤浩一
会員、川上英則会員、３名のオリエンテーションを
行いました。

２.下半期活動計画
　下半期も同様に新会員候補者の事前のオリエン
テーションを行いロータリークラブの意義を説明し
ます。
　更なる新会員の候補者に、アドバイス・資料等を用
意し、入会に繋がるよう活動を行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　兼子　充裕

１.上半期実績報告
⑴各委員会とも、委員長を中心に活動して頂きまし
た。
⑵クラブ管理運営委員会は、コロナ禍の為、開催で
きませんでした。

２.下半期活動計画
⑴下半期は、各委員長に委員会状況を聞き、確認し
ていきたいと思います。
⑵クラブ管理運営委員会を感染状況により開催した
いと思います。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績報告
①国際奉仕活動　重点項目『疾病予防と治療』
グローバル補助金GG2341526
2,100ドル（289,800円）（タイ国内の４地域に
６台の人工透析機寄贈：シーロムRC共同)
②姉妹友好クラブ活動
清州西原RC、シーロムRC、高松西RCに対して、
当クラブ創立50周年記念式典への参加ご依頼。

２.下半期活動計画
　当クラブ創立50周年記念式典に対する協力。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績報告
・32年ぶりの円安の影響もあるのか、79名中41
名がまだ未寄付。
・ベネファクター 1,000ドル　１名達成
上半期8,800ドルをご寄付頂きました。

２.下半期活動計画
　地区の目標（年次寄付１人150ドル、ポリオ撲
滅１人30ドル、合計180ドル）が達成できるよう
に、会員の皆さんにもう１度ご理解いただいてロー
タリー財団へのご支援をお願いする。
　41名の未寄付の会員の方にお願いをする。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.上半期実績報告
・米山記念奨学金寄付金額
　￥1,302,500（達成率70％）
　目標まで残り￥672,500必達
・米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

２.下半期活動計画
米山記念奨学金寄付金額　100％達成
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。
②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。
③奨学生の研修の報告機会を設ける。
④米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.上半期実績報告
　上半期ニコニコBOX寄付金合計金額は、842,000
円になります。

２.下半期活動計画
　年間目標の１人当たり年間寄付30,000円以上達
成に向け、お声掛けをさせていただきながら、下半
期もニコニコBOXコーナーの明るい雰囲気作りに
努めていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績報告
　厳正な会計処理を行い、支払い事務を遅滞なく
行った。

２.下半期活動計画　
　創立50周年記念式典に向け効果的な支払いをす
る。

IT資料委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績報告
①クラブ内の連絡手段としてらくらく連絡網の活用
・例会案内、行事の案内等をらくらくメールで
行った。
・例会の返信率は75％前後となっており、目標
の80％に届かず。新会員の登録やメールアド
レス変更時のサポートなどを行い、登録率は
90％となった。

②My Rotaryの会員の登録率は上期末で71％となっ
ており、こちらも目標の85％に届いていない。
③クラブホームページについては奉仕活動の掲載を
更新した。
④Facebookを活用し、例会・奉仕活動等の実施
状況をタイムリーに発信できた。

２.下半期活動計画
①引き続き、クラブ内の連絡手段としてらくらく連
絡網を活用する。
・例会の出欠連絡の返信率を80%以上達成に向
けて、活用のサポートを行う。

②My Rotaryの登録サポート、会員の登録率を85%
の達成。
③クラブホームページの活用、特にお知らせを充実
させる。
④Facebookの活用を引き続き行う。
⑤会員のIT利用と個人情報保護のガイドラインを
作定する。
⑥行事や外部との関わりにおいてIT活用が必要な
場合はサポートする。

雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績報告
　委員で分担をして、第二例会の際に雑誌の紹介を
した。

２.下半期活動計画
　委員及び会員の協力により、雑誌の紹介をする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.上半期実績報告
　特になし。

２.下半期活動計画
　情報集会を開く。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績報告
⑴職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示した。
⑵例会での卓話の時間において、会員卓話「My 
Business卓話」を実施しました。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、例会場に「四つのテスト」の掲示、会
員卓話「My Business卓話」を実施する。
⑵地域社会に貢献する職場への職場訪問を実施す
る。
⑶会員の皆様にご協力頂き、「癒しフェア」等、職
業奉仕の実践の活動を行いたい。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績報告
・ロータリー財団地区補助金を利用して、青柳公園
スケートボード場にデジタル電波時計を寄贈する
にあたり、３月実行に向けて、打ち合わせ中。
・クラブの継続事業である、おひさま食堂を継続
中。
・９月にロータリーデー水戸市内6RC環境保全活
動、「水戸駅南口周辺桜川沿い清掃」、移動例会を
実施しました。
・こども元気プロジェクト実施に係る食料品の手配
など。

２.下半期活動計画
・水戸市青柳公園スケートボード場にデジタル電波
時計を寄贈する。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.上半期実績報告
・1－3奉仕研究会の勉強会で、青少年奉仕につい
て説明する。
・水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の件で協
会の小沼氏と打合せ。

２.下半期活動計画
・２月12日㈰の第20回水戸南RC杯ミニバスケッ
トボール大会の支援。
・新型コロナの状況により、出前授業は考えており
ません。

出席委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績報告
・新型コロナウイルスの影響もまだまだある様で、
感染して出席できない方や濃厚接触者になり出席
できない方などもおり、会長目標には届きません
でした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない方へのメークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー。
電話で（嫌がられない程度）出席を促す、推薦者
の方にもお願いして同伴してもらう、など。

親睦活動委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績報告
①毎月「誕生祝」をすることが出来ました。
②コロナ禍で見送っていた夜の例会を１年ぶりに行
うことが出来ました。

２.下半期活動計画
①引き続き、コロナの感染状況やステージ等を見な
がら、新年例会、年度末最終例会等の検討をして
いきたいと思います。

会場運営委員会
委員長　島根　昌明

１.上半期実績報告
⑴例会準備40分前に行っております。
⑵会場運営の確認、週報・その他の資料確認し、
メールボックスへの配布、ビジター、ゲストの誘
導案内を実施いたしました。

⑶例会食事の充実と、発注誤差を最低限に抑えてま
いりました。

⑷関係委員会と連携を取り、定刻前の着座と例会中
の雑談をなくすように、お声をかけて参りまし
た。

２.下半期活動計画
　例会食事の発注誤差を最小限に抑えるためには、
らくらく連絡網への登録と返信の100％が必要か
と思います。会員の皆様のご協力をお願いします。

プログラム委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績報告
　月間プログラムの作成を行い、理事会にはかり、
様々な意見を取り入れながら、職業奉仕委員会と連
携して、会長方針であるMy Business卓話を発表
しています。

２.下半期活動計画
⑴年間・月間プログラムの作成をする。
⑵当月・次月の例会プログラムを理事会にはかり、
様々な取り入れバランスの取れた充実したプログ
ラムを企画する。
⑶会長方針である、全会員が自分の職業を紹介する
My Business卓話を職業奉仕と連携して、月一
回行う。
⑷卓話者の選定など、会員による卓話や各分野でご
活躍されている方々に卓話の依頼をする。
⑸委員会メンバーの持ち回りで、司会進行を実施す
る。

公共イメージ委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績報告
・FMぱるるんでのCMの放送
・IT資料委員会と連携して、Facebookを活用し
た広報活動

２.下半期活動計画
・今後行われる水戸南RC杯ミニバスケットボール
大会、創立50周年、例会の様子等ロータリーの
活動をFacebookや新聞媒体等を活用してPR
し、公共イメージのアップにつなげていきます。

会報委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績報告
　ガバナー公式訪問の様子、各奉仕活動の様子等を
掲載。

２.下半期活動計画
　年末・年始の行事の掲載、創立50周年に向けた
行事を掲載。
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会員組織委員会
委員長　石川　啓司

１.上半期実績報告
　会員組織委員会に属する職業分類・会員選考・会
員増強・ロータリー情報の４つの委員会で協力しな
がら、会員基盤の維持・発展のため、会員の増強及
び退会防止に努めた。

２.下半期活動計画
　当クラブ粂田信行会長の「ENJOY ROTARY」
～ロータリーを楽しむ～の方針に従い、会員組織委
員会内の４つの委員会の連携を図り、さらに会員組
織の強化を目指します。

職業分類委員会
委員長　深谷　　智

１.上半期実績報告
⑴新会員の入会時、委員会を実施致しました。
⑵新しい職業分類の開放は御座いませんでした。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、総務省統計局の日本標準産業分類を基
本として、職業分類を決定する。
⑵特定の職業に偏らず、バランスのとれた職業分類
のクラブを目指す。

会員選考委員会
委員長　根本　 次

１.上半期実績報告
　上半期は、３名の新会員候補者を選考させていた
だきました。
　会員増強、ロータリー情報、職業分類の３委員会
と連携し、いろいろと話し合って選考することがで
き、奉仕活動にも積極的に参加してくれる会員に入
会してもらうことができました。

２.下半期活動計画
　下半期も、３委員会と連携してしっかりと選考し
ていきたいと思います。

会員増強委員会
委員長　高梨　博行

１.上半期実績報告
①新会員３名の増強
（藤沼健二会員、伊藤浩一会員、川上英則会員）
②1－3奉仕研究会や奉仕活動、親睦活動が再開
し、積極的に参加して頂くことでクラブに慣れ親
しんで頂ける環境となってきている。

２.下半期活動計画
①会員増強目標５名を達成する為、あと２名以上の
増強活動を継続して行う。
②積極的に新会員候補者との面談を行い、また例
会・奉仕活動等にご参加頂き入会を促す。
③欠席の続いている会員に声かけをして、例会や奉
仕活動、親睦活動で接点を作りたい。
④会長・幹事をはじめ会員の皆様、私たちのクラブ
の明るい未来の為に会員増強のご協力をお願い致
します。

ロータリー情報委員会
委員長　小路　　實

１.上半期実績報告
　新会員候補者の事前のオリエンテーションを行
い、ロータリークラブの意義を説明しました。
　今年度は８月に藤沼健二会員、10月に伊藤浩一
会員、川上英則会員、３名のオリエンテーションを
行いました。

２.下半期活動計画
　下半期も同様に新会員候補者の事前のオリエン
テーションを行いロータリークラブの意義を説明し
ます。
　更なる新会員の候補者に、アドバイス・資料等を用
意し、入会に繋がるよう活動を行いたいと思います。

クラブ管理運営委員会
委員長　兼子　充裕

１.上半期実績報告
⑴各委員会とも、委員長を中心に活動して頂きまし
た。
⑵クラブ管理運営委員会は、コロナ禍の為、開催で
きませんでした。

２.下半期活動計画
⑴下半期は、各委員長に委員会状況を聞き、確認し
ていきたいと思います。
⑵クラブ管理運営委員会を感染状況により開催した
いと思います。

国際奉仕・姉妹友好クラブ委員会
委員長　橋本　　哲

１.上半期実績報告
①国際奉仕活動　重点項目『疾病予防と治療』
グローバル補助金GG2341526
2,100ドル（289,800円）（タイ国内の４地域に
６台の人工透析機寄贈：シーロムRC共同)
②姉妹友好クラブ活動
清州西原RC、シーロムRC、高松西RCに対して、
当クラブ創立50周年記念式典への参加ご依頼。

２.下半期活動計画
　当クラブ創立50周年記念式典に対する協力。

ロータリー財団委員会
委員長　小泉　正史

１.上半期実績報告
・32年ぶりの円安の影響もあるのか、79名中41
名がまだ未寄付。

・ベネファクター 1,000ドル　１名達成
上半期8,800ドルをご寄付頂きました。

２.下半期活動計画
　地区の目標（年次寄付１人150ドル、ポリオ撲
滅１人30ドル、合計180ドル）が達成できるよう
に、会員の皆さんにもう１度ご理解いただいてロー
タリー財団へのご支援をお願いする。
　41名の未寄付の会員の方にお願いをする。

米山記念奨学委員会
委員長　山下　真悟

１.上半期実績報告
・米山記念奨学金寄付金額
　￥1,302,500（達成率70％）
　目標まで残り￥672,500必達
・米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

２.下半期活動計画
米山記念奨学金寄付金額　100％達成
①米山奨学生をクラブ全体でサポート、ロータ
リー・日本の心を伝える。

②全会員に米山記念奨学の理解、啓蒙を図り献金を
お願いする。

③奨学生の研修の報告機会を設ける。
④米山カウンセラー高柳益美会員、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
さんのサポート。

ニコニコBOX委員会
委員長　長岡　秀典

１.上半期実績報告
　上半期ニコニコBOX寄付金合計金額は、842,000
円になります。

２.下半期活動計画
　年間目標の１人当たり年間寄付30,000円以上達
成に向け、お声掛けをさせていただきながら、下半
期もニコニコBOXコーナーの明るい雰囲気作りに
努めていきたいと思います。

会計委員会
委員長　鏡渕　　洋

１.上半期実績報告
　厳正な会計処理を行い、支払い事務を遅滞なく
行った。

２.下半期活動計画　
　創立50周年記念式典に向け効果的な支払いをす
る。

IT資料委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績報告
①クラブ内の連絡手段としてらくらく連絡網の活用
・例会案内、行事の案内等をらくらくメールで
行った。

・例会の返信率は75％前後となっており、目標
の80％に届かず。新会員の登録やメールアド
レス変更時のサポートなどを行い、登録率は
90％となった。

②My Rotaryの会員の登録率は上期末で71％となっ
ており、こちらも目標の85％に届いていない。

③クラブホームページについては奉仕活動の掲載を
更新した。

④Facebookを活用し、例会・奉仕活動等の実施
状況をタイムリーに発信できた。

２.下半期活動計画
①引き続き、クラブ内の連絡手段としてらくらく連
絡網を活用する。
・例会の出欠連絡の返信率を80%以上達成に向
けて、活用のサポートを行う。

②My Rotaryの登録サポート、会員の登録率を85%
の達成。

③クラブホームページの活用、特にお知らせを充実
させる。

④Facebookの活用を引き続き行う。
⑤会員のIT利用と個人情報保護のガイドラインを
作定する。

⑥行事や外部との関わりにおいてIT活用が必要な
場合はサポートする。

雑誌委員会
委員長　人見　光一

１.上半期実績報告
　委員で分担をして、第二例会の際に雑誌の紹介を
した。

２.下半期活動計画
　委員及び会員の協力により、雑誌の紹介をする。

奉仕プロジェクト委員会
委員長　篠原　　勉

１.上半期実績報告
　特になし。

２.下半期活動計画
　情報集会を開く。

職業奉仕委員会
委員長　米川　幸喜

１.上半期実績報告
⑴職業奉仕の実践に不可欠な「四つのテスト」を例
会場に掲示した。
⑵例会での卓話の時間において、会員卓話「My 
Business卓話」を実施しました。

２.下半期活動計画
⑴引き続き、例会場に「四つのテスト」の掲示、会
員卓話「My Business卓話」を実施する。
⑵地域社会に貢献する職場への職場訪問を実施す
る。
⑶会員の皆様にご協力頂き、「癒しフェア」等、職
業奉仕の実践の活動を行いたい。

社会奉仕委員会
委員長　二川　隆司

１.上半期実績報告
・ロータリー財団地区補助金を利用して、青柳公園
スケートボード場にデジタル電波時計を寄贈する
にあたり、３月実行に向けて、打ち合わせ中。
・クラブの継続事業である、おひさま食堂を継続
中。
・９月にロータリーデー水戸市内6RC環境保全活
動、「水戸駅南口周辺桜川沿い清掃」、移動例会を
実施しました。
・こども元気プロジェクト実施に係る食料品の手配
など。

２.下半期活動計画
・水戸市青柳公園スケートボード場にデジタル電波
時計を寄贈する。

青少年奉仕委員会
委員長　菊池　秀機

１.上半期実績報告
・1－3奉仕研究会の勉強会で、青少年奉仕につい
て説明する。
・水戸南RC杯ミニバスケットボール大会の件で協
会の小沼氏と打合せ。

２.下半期活動計画
・２月12日㈰の第20回水戸南RC杯ミニバスケッ
トボール大会の支援。
・新型コロナの状況により、出前授業は考えており
ません。

出席委員会
委員長　鈴木由紀子

１.上半期実績報告
・新型コロナウイルスの影響もまだまだある様で、
感染して出席できない方や濃厚接触者になり出席
できない方などもおり、会長目標には届きません
でした。

２.下半期活動計画
・例会に出席できない方へのメークアップを促す。
・欠席が続いている会員へのフォロー。
電話で（嫌がられない程度）出席を促す、推薦者
の方にもお願いして同伴してもらう、など。

親睦活動委員会
委員長　川澄千亜紀

１.上半期実績報告
①毎月「誕生祝」をすることが出来ました。
②コロナ禍で見送っていた夜の例会を１年ぶりに行
うことが出来ました。

２.下半期活動計画
①引き続き、コロナの感染状況やステージ等を見な
がら、新年例会、年度末最終例会等の検討をして
いきたいと思います。

会場運営委員会
委員長　島根　昌明

１.上半期実績報告
⑴例会準備40分前に行っております。
⑵会場運営の確認、週報・その他の資料確認し、
メールボックスへの配布、ビジター、ゲストの誘
導案内を実施いたしました。
⑶例会食事の充実と、発注誤差を最低限に抑えてま
いりました。
⑷関係委員会と連携を取り、定刻前の着座と例会中
の雑談をなくすように、お声をかけて参りまし
た。

２.下半期活動計画
　例会食事の発注誤差を最小限に抑えるためには、
らくらく連絡網への登録と返信の100％が必要か
と思います。会員の皆様のご協力をお願いします。

プログラム委員会
委員長　軍司　由佳

１.上半期実績報告
　月間プログラムの作成を行い、理事会にはかり、
様々な意見を取り入れながら、職業奉仕委員会と連
携して、会長方針であるMy Business卓話を発表
しています。

２.下半期活動計画
⑴年間・月間プログラムの作成をする。
⑵当月・次月の例会プログラムを理事会にはかり、
様々な取り入れバランスの取れた充実したプログ
ラムを企画する。
⑶会長方針である、全会員が自分の職業を紹介する
My Business卓話を職業奉仕と連携して、月一
回行う。
⑷卓話者の選定など、会員による卓話や各分野でご
活躍されている方々に卓話の依頼をする。
⑸委員会メンバーの持ち回りで、司会進行を実施す
る。

公共イメージ委員会
委員長　上野　義哉

１.上半期実績報告
・FMぱるるんでのCMの放送
・IT資料委員会と連携して、Facebookを活用し
た広報活動

２.下半期活動計画
・今後行われる水戸南RC杯ミニバスケットボール
大会、創立50周年、例会の様子等ロータリーの
活動をFacebookや新聞媒体等を活用してPR
し、公共イメージのアップにつなげていきます。

会報委員会
委員長　原口　一吉

１.上半期実績報告
　ガバナー公式訪問の様子、各奉仕活動の様子等を
掲載。

２.下半期活動計画
　年末・年始の行事の掲載、創立50周年に向けた
行事を掲載。



雑誌の時間
人見光一雑誌委員長

１月誕生会員の皆さん

１月18日が誕生日の
大原康宏会員

１月19日が誕生日の
山下真悟会員

１月29日が誕生日の
笹館康男会員

My Business 卓話
小川啓子会員

My Business 卓話
野口英壽会員

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆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

■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

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　委員：中庭浩実

●会　長　粂田　信行　会長エレクト　石川　啓司
●幹　事　及川　　譲　副会長　　　　兼子　充裕
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　赤岩　賢二

水戸南
　ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

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～

週報

RIテーマ：イマジン ロータリー

赤岩賢二　　浅野佑介　　深谷　智　　二川隆司
軍司由佳　　原口一吉　　長谷川國雄　橋本　哲
人見光一　　石井浩一　　石川啓司　　井澤卓司
兼子充裕　　菊池秀機　　金原和美　　小泉正史
小路　實　　粂田信行　　根本 次　　野口英壽
大森　愛　　小川啓子　　及川　譲　　太田聖史
笹館康男　　島根昌明　　篠原　勉　　鈴木憲一
高柳益美　　上野義哉　　宇留野秀一　山下真悟
米川幸喜　　　　　　　　　　　　　（計33名）

１月 11日㈬ 1-3奉仕研究会がスカーサ（吉沢町）
にて開催されました。
講　師：篠原　勉奉仕プロジェクト委員長
参加者（敬称略）　　　　　　　　　　　　（16名）
粂田信行　　井澤卓司　　篠原　勉　　石川啓司
鈴木憲一　　金原和美　　原口一吉　　高柳益美
小泉正史　　録田幸裕　　宇留野秀一　川上英則
藤沼健二　　中庭浩実　　大森　愛　　及川　譲

おひさま食堂が開催されます。
日　時：１月28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

次回例会日程
日　時：１月27日㈮　18:30～　
場　所：水戸プラザホテル
クラブ懇談会：新年例会が開催されます。
＊ビンゴ大会が開催されます。景品を大募集中です
ので、宜しくお願い致します。
＊感染予防の為、発熱、喉の痛み等のある場合は、
検査を宜しくお願い致します。

１

２

３

 1. 点鐘・開会 
 2. ロータリーソング〈奉仕の理想〉※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. ポール・ハリス・ソサエティー認証状及び襟ピン伝達

 粂田信行会員
 6. 会　食
 7. 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）
 8. 幹事報告
 9. クラブ協議会「委員会上半期実績報告・下半期活動計画」

会員組織、職業分類、会員選考、会員増強、
ロータリー情報、クラブ管理運営、出席、
親睦活動、会場運営、プログラム、公共イメージ、
会報、ＩＴ資料、雑誌、奉仕プロジェクト、
職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、
国際奉仕・姉妹友好クラブ、ロータリー財団、
米山記念奨学、ニコニコBOX、会計

10. ロータリーソング
11. 点鐘・閉会

１月第３例会プログラム
2023年１月13日（金）

前週訂正出席率76.71％
80名 46名 34名 59.74％１月第２例会（１月13日）

出席状況

長谷川國雄会員…
粂田信行会員……

及川　譲会員……
水口二良会員……
笹館康男会員……

塩沢富夫会員……

松本隆史会員……

綿引甚介会員……
大原康宏会員……
久保田規子会員…

久保田啓藏会員・赤岩賢二会員
　　　　　　……

髙野　賢会員……

根本 次会員……

志村　保会員・深谷　智会員・宇留野秀一会員・小泉正史会員・
人見光一会員……
篠原　勉会員・米田英雄会員……
武田　誠会員……

小川啓子会員……

川﨑英輝会員……

原口一吉会員……

鈴木由紀子会員…

平山桜子会員……
川上英則会員……

小路　實会員・野口英壽会員……
石川啓司会員……

本年も宜しくお願いします。
皆様、新年明けましておめでとうございます。「ロー
タリーを楽しもう」で今年も宜しくお願いします。
皆様、本年も宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願いします。
良い年でありますように。今年も宜しくお願い致
します。
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い
致します。
久し振りに出席致しました。特に悪いところは無い
ように感じます。検査は月に一回位、受けています。
本年も宜しくお願いします。
おめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。今年も宜
しくお願いします。

皆様、新年明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願い致します。
今年も宜しくお願い致します。創立50周年事業
を成功させましょう。
今年も宜しくお願い致します。会長、幹事、下半
期も頑張って下さい。

今年も宜しくお願いします。
　　　　　　　新年おめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。今年は６
月１日、２日と創立50周年記念式典・祝宴があ
ります。皆様、ご協力を！！
今日、My Business卓話でお話をさせて頂きます。
宜しくお願いします。
次男が日本ラグビー協会より全国ジュニアラグ
ビー大会優秀選手に選出されました。
今年も宜しくお願いします！！皆様の健康をお祈
りしています！！
おめでとうございます。出席委員長なのに例会出
席できずにすみませんでした。本年も宜しくお願
い致します。
お誕生日おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年も昨年同
様宜しくお願い申し上げます。今年一年、皆様の
ご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。
　　　　　　　本年も宜しくお願いします。
御正月おめでとうございます。東京と地元の病院
でまとめて検査しました。この後、検査結果が悪
いので医師からお呼び出しです。

■会員メークアップ
12/25　次年度地区研修委員・ガバナー補佐会議　　井澤卓司
 １ /11　北海道2500REC　　野口英壽

■ニコニコBOX（1月13日（金）扱）

この計　　　31件　　　104,000円

■米山BOX（1月13日（金）扱）
松本隆史会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計590,000円）
及川　譲会員……米山功労者献金（第４回）

10,000円（累計340,000円）
小泉正史会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計180,000円）
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第９回）

10,000円（累計 90,000円）
平山桜子会員……準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）
山下真悟会員……準米山功労者献金（第２回）

10,000円（累計 20,000円）

この計　　　６件　　　60,000円

6－Vol.50  No22（第2327）

１月第２例会　１月13日（金）

Vol.50  No22（第2327）－１ 2023年（令和５年）１月20日（金）
職業奉仕月間

水戸西RC　鯨岡則雄会員■ビジター ■財団BOX（1月13日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金 ポリオプラス（第４回）

$100　13,200円（累計$19,400）
井澤卓司会員……財団の友献金（第３回）

$100　13,200円（累計 $9,300）
粂田信行会員……財団の友献金（第２回）

$100　13,200円（累計 $8,200）
松本隆史会員……財団の友献金 ポリオプラス（第７回）

$100　13,200円（累計 $6,700）
米川幸喜会員……財団の友献金 ポリオプラス（第10回）

$100　13,200円（累計 $3,000）
宇留野秀一会員…財団の友献金 ポリオプラス（第３回）

$100　13,200円（累計 $2,300）
小泉正史会員……財団の友献金 ポリオプラス（第10回）

$100　13,200円（累計 $2,000）
平山桜子会員……財団の友献金 ポリオプラス（第４回）

$100　13,200円（累計   $400）

この計　　　８件　　　$800　　　105,600円

■2022年７月～12月の出席100％会員は下記の方々です。

◎メークアップ期間は、年度内（2023年６月30日迄）ですので、それまでにお願い致します。
　メークアップ数については、鈴木（由）出席委員長又は、事務局迄、お尋ね下さい。


