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今後の予定 

7月 

7月 5日（月）   卓話 会長・幹事 「新年度就任挨拶」 

7月 12日（月）   昼例会 

7月 19日（月）    昼例会 

7月 26日（月）   昼例会 

 

 

6 月第 3 回例会プログラム 

R3.6.28（月）12:30～ 於：京成ホテル 4F 例会場 

１． 開会点鐘 

２． ロータリーソング斉唱 

３． ビジターゲスト紹介 

４． 会長の時間 

５． 委員会報告 

６． 幹事報告 

７． 卓話  会長・幹事 「今年度の振り返り」 

８． 閉会点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

2020-21年度 第 3分区ガバナー補佐 柴山博光様 ご挨拶 

 

 

 

 第 3分区ガバナー補佐 柴山博光様から、ガバナー補佐になって 

から読んだロータリーの資料を紹介して頂きました。 

ご自身がロータリアンになってから国際奉仕活動を通じて知り 

合えた国内外の友人の話をふまえて、地区にでて大勢の人々と 

親交をすることで出来る人の輪の大切さ、ロータリアン同士が 

親睦(フェローシップ)することの素晴らしさについてお話しが 

ありました。 

 

 

上・写真、第 3分区ガバナー補佐 柴山博光様 

下・写真左から、第 3分区ガバナー補佐 柴山博光様 圷会員 

 

 

 

 

 

※例会にはマスク着用のご協力をお願いします。                                           

※お弁当を持ち帰る方は、事前に出席委員会までご連絡ください。 

※ZOOMは例会開始 10分前より接続可能です。ミーティング IDは 

“ 5420633206 ”です。 

※ZOOMで参加される方は、12時 30分までに接続をお願いします。 

※例会が始まってからの接続は出来ませんのでご注意ください。 

 

 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨

励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励するこ

とにある。 

第１：知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

第２：職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値

あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の

職業を高潔なものとすること。 

第３：ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会

生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。 

第４：奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通

じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 
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卓話 「一年を振り返って」 阿部克己会長 

 

「皆様、一年間ご協力ありがとうございました。コロナ禍という 

特別な状況の中で会長を引き受けました。高野幹事や岡田会員を 

中心とした若い会員のサポートのおかげで何とか一年間やってこ 

れました。コロナ禍で休会が多い中、やはり会って話すのが一番 

だなと感じました。岡田会員がいつも仰っている「一期一会」の 

大切さ、水戸さくら RCに所属して出来た人の輪を大切にして行き 

たいと思います。次年度は水戸さくら RC創立 30周年事業と我が 

クラブから大木会員を第 3分区ガバナー補佐として輩出します。 

そして我がクラブがＩＭのホストクラブとなりますので、「次年 

度は大変だな！」という思いが強いです。一年の振り返りという 

よりは、次年度も皆様にさらなるご協力のお願いをして今年度の御礼にかえさせて頂きます。」 

 

会長の時間 
 

「第 3分区ガバナー補佐 柴山博光様、一年間お世話になりました。ロータリー哲学をご教授頂きとても勉強

になりました。次年度の第 3分区ガバナー補佐は、我がクラブの大木会員になります。我がクラブ一丸となっ

て大木会員をサポートしていければと思います。」 

 

幹事報告 

 

今年度の委員会報告を遅くとも 7月 3日(土)までに、高野幹事へメールにてお送りください。 

 

次年度幹事報告 
 

① 次年度研究会の日程をご連絡いたします。各委員長は委員を人選して、各研究会に参加してください。 

・７月 10日(日)：クラブ奉仕研究会 大木第３分区ガバナー補佐 大澤会長 岡田幹事 阿部会長エレクト 

・７月 17日(土)：社会奉仕研究会：ロータリー財団研究会 平山委員長 鈴木委員長 

・７月 18日(日)：青少年奉仕研究会 平山委員長 

・７月 22日(木)：国際奉仕研究会  平山委員長 

② ２名の新会員入会式のため、７月 5日(月)の理事会は７月 12日(月)11：30～へ変更になります。 

 

親睦活動・会場・プログラム委員会報告 
 

6月 28日(月)の例会に、新会員候補者の藤崎工務店・代表 藤崎敦様がご来訪いたします。 

皆様、よろしくお願いいたします。 

 

ニコニコ BOX報告 

氏   名 内   容 

柴山第３分区ガバナー補佐 1年間お世話になりました。 
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河原 聖直 よろしくお願いいたします。 

島村  宏 柴山ガバナー補佐、並びに阿部会長 1年間ご苦労様でございました。 

池田 勇夫 
柴山博光ガバナー補佐 1年間お疲れ様でした。感謝しています。我クラブの阿部会長、高
野幹事年度も残すところ僅かとなりました。最後まで頑張りましょう。 

青木  進 
私は来季から出席免除を頂いた上で在席会員にして頂くことになりましたので報告いたし
ます。宜しくお願い致します。 

大木 清実 
柴山ガバナー補佐 一年間大変ご苦労様でした。又、当クラブ阿部会長ご苦労様でした。
高野幹事ご苦労様でした。 

阿部 克己 
柴山ガバナー補佐、大変お疲れ様でした。また、大変お世話になりました。次年度ガバナ
ー補佐、宜しくお願い致します。皆さん、ご支援お願い致します。 

大根田ケイ 昨日コロナのワクチンを接種しました。腕が痛いです。2回目は 7月 11日です。 

岡田  晃 
本日は阿部会長の卓話「一年を振り返って」を楽しみにしております。次年度に向けての
参考にもなります。宜しくお願い申し上げます。柴山ガバナー補佐1年間お疲れ様でした。 

小林 寛之 柴山第 3分区ガバナー補佐、阿部会長、高野幹事、一年間お疲れ様でした。 

萩谷 慎一 
いつもありがとうございます。7 月から正式入会させて頂けるとの事で、本当にうれしく思いま
す。会の発展に微力ですが貢献できればと存じます。引き続きどうぞ宜しくお願い致します。 

集   計 

6月 21日 11件 合計  40,000円 累計 586,000円 

 

例会出席状況報告 

■6月第 2回（6月 21日）例会出席報告 

在籍 計算会員数 出席 A 訂正前出席率 メークアップ数 B A+B 訂正出席率％ 

24名 24名 21名 87.50％ 1名 22名 91.67％ 

■当日欠席者（敬称略） 

大澤一茂 根本佳典 鈴木正人 

■ゲスト・ビジター（敬称略） 

柴山 博光 第 3 分区ガバナー補佐 

河原 聖直 水戸東ロータリークラブ 

萩谷 慎一 新 会 員 候 補 者 

■会員メークアップ 

名   前 メークアップ先 月   日 該 当 月 日 

大木 清実 水戸西ロータリークラブ 6 月  16 日  

大木 清実 水戸南ロータリークラブ 6 月  18 日  

大澤 一茂 理 事 会 7 月  6 日 6 月 21 日 

 

1991年 10月 28日創立、1991年 11月 13日認証 

■ 会長 阿部 克己   幹事 髙野 義久    ■ 例会日 毎週月曜日 12時 30分 

■ 事務所        （但し毎月末月曜日は 18時 30分より） 

〒310-0021 水戸市南町 2丁目 5-5 常陽銀行本店内   会場  水戸市三の丸 1-4-73 
TEL 029(231)2151、 直通 029 (225)4820、FAX (225)4825            水戸京成ホテル 

会報・雑誌委員長 小林 寛之[ TEL 090 (1559) 7027]     TEL 029(226)3111 ㈹ 

副委員長 永井 郁夫[ TEL 029 (221) 0130 ] 




