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MITO SAKURA WEEKLY VOL.1199 
2021－22 年度 No.13 

 
11 月第 3 回例会プログラム 
R3.11.15（月）12:30～  

於：京成ホテル 4F 

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． 会食 

６． 委員会報告 

７． 幹事報告 

８． クラブ協議会 創立 30 周年ついて 

９． 閉会点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 8 日例会報告 

■11 月の誕生会員の紹介がありました     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小林 寛之会員、おめでとうございます！ 

 

 

 

※例会にはマスク着用のご協力をお願いします。             

※欠席、メークアップのご連絡は出席委員会（小林賢会員）までご

連絡ください。 

今後の予定 

11 月 ロータリー財団月間 

11 月 22 日（月） 定款第 7 条第 1 節により休会 

11 月 29 日（月） 仮）夜の例会 

12 月 6 日（月）  仮）年次総会 

12 月 13 日（月）  第 3 分区年忘れ親睦ゴルフ大会 

12 月 20 日（月） 仮）忘年例会 18：30 京成ホテル 11F 

12 月 27 日（月） 休会（定款第 7 条第 1 節） 

1 月 3 日（月） 休会（三箇日） 

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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■クラブ協議会 第 3 分区 I.M.ついて 

井坂 IM 実行委員長、大木第 3 分区ガバナー補佐から IM について説明がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 分区 IM について 

開催日時：２０２２年２月５日（土）13 時から 17 時 30 分（予定） 

     集合時間は 12 時 

場所：京成ホテル 

基調講演 

 「地球温暖化防止活動推進スキルアップ研修会」と題し、国が発令した気候非常事態宣言において、第一線で

活躍されている水戸市出身の東京大学名誉教授、山本良一先生による講演 

「クラブの奉仕活動について」各クラブからは５分程度の発表 

当日参加予定者 

 第３分区会員 

 ガバナー 

 第３分区 IM リーダー 

 （地区大会実行委員長） 

 水戸市長 

 米山奨学生？ 

登録費：２０００円（負担金として第３分区会員数×４０００円） 

この他現時点で決まっていること 

 参加者は 12 月１日までに各クラブ幹事より提出 

12 月中に決めなくてはいけないこと 

  12 月初旬までに役員の原稿、写真を頂く 

   ガバナー（連絡済み） 

   第３分区 IM リーダー（連絡済み） 

   大木第 3 分区ガバナー補佐 
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   大澤会長 

   市長（大木第 3 分区ガバナー補佐） 

   その他 

 12 月末までに決めなくてはいけないこと 

   人数確認 

   山本良一先生のプロフィールの写真・依頼、当日原稿の依頼（大木第 3 分区ガバナー補佐） 

   ホテルとの打ち合わせ 

   プログラムの作成（高野会員） 

   その他 

 １月中に決めること 

  当日会員の担当確認 

   組織表 

    総務・企画・会計 

     ホテルとの打ち合わせ 

     講演者へのお礼、お車代、お土産、花束の準備 

    会場・登録・救護 

     当日の受付 

     その他 

    親睦 

     当日の司会？ 

     その他 

    誘導・接待 

     当日来賓者等の誘導接待 

     その他 

    記録・報告 

     プログラム、報告書の製作（高野会員） 

     当日の写真撮影 

     その他 

  終了後の仕事 

   報告書の作成 

 詳しいことは今後検討致します。 

 会長、幹事は会長幹事会等で出席依頼をお願い致します。 

当日は全員参加をお願い致します。 

 

※IM プログラム案 別紙添付 

※IM 実行委員会組織表 別紙添付 
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ニコニコ BOX 報告 

氏   名 内   容 

大澤 一茂 
茨城海岸プロジェクト参加お疲れ様でした。今日はクラブ協議会です。活発な意見をお

願い致します。 

大木 清実 
ロータリー奉仕デー茨城海岸美化プロジェクトご参加ありがとうございました。盛会で

した。 

和田公一郎 茨城海岸美化プロジェクトのゴミ拾い、ご苦労様でした。 

集   計 

11 月 8 日 3 件 合計 9,000 円 累計 240,000 円 

 

例会出席状況報告 

■11 月第 2 回（11 月 8 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 22 名 14 名 63.64％ 2 名 16 名 72.73％ 

■当日欠席者（敬称略） 

阿部 克己、鈴木 正人、根本 佳典、藤崎 敦、萩谷 慎一、小林 新、小林 一裕、高野 義久、 

【出席免除】青木 進、島村 宏 

■会員メークアップ 

名   前 メークアップ先 月   日 該 当 月 日 

髙野 義久 茨城海岸美化プロジェクト 11 月 3 日 11 月 8 日 

小林  新 茨城海岸美化プロジェクト 11 月 3 日 11 月 8 日 

大木 清実 水戸 RC 11 月 9 日  

和田公一郎 水戸 RC 11 月 9 日  

 
 
 
 

1991 年 10 月 28 日創立、1991 年 11 月 13 日認証 

■ 会長 大澤 一茂   幹事 岡田 晃     ■ 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 平山 哲也[ TEL 029-309-7701 ]     TEL 029(226)3111 ㈹ 



Intercity Meeting プログラム 
12:30  受付開始 
13:00  開会                 司会（ホストクラブ） 
      開会の⾔葉            IM 実⾏委員⻑                   井坂 純 
      点鐘               第３分区ガバナー補佐              ⼤⽊ 清実 
      国歌⻫唱 
      ロータリーソング「奉仕の理想」   
      歓迎の⾔葉                   ⽔⼾さくら RC 会⻑                  ⼤澤  ⼀茂 
      ガバナー補佐挨拶                第３分区ガバナー補佐                ⼤⽊  清実 
      来賓・参加クラブ紹介 
      第２８２０地区ガバナー挨拶                      新井 和雄 
      助⾔                           第３分区 IM リーダー・パストガバナー  髙橋 賢吾 
      来賓挨拶                       ⽔⼾市⻑                          ⾼橋 靖⽒ 
13:30  クラブ発表   テーマ『クラブの奉仕活動について』（各クラブ５分程度） 
                      ⽔⼾ロータリークラブ 
                      笠間ロータリークラブ 
                      ⽔⼾⻄ロータリークラブ 
                      ⽔⼾南ロータリークラブ 
                      友部ロータリークラブ 
                      ⽔⼾東ロータリークラブ 
                      ⽔⼾好⽂ロータリークラブ 
                      ⽔⼾さくらロータリークラブ 
     休憩 
14:30 基調講演                        講師紹介                          ⼤⽊  清実 
     「地球温暖化防⽌活動推進スキルアップ研修会」 
                                    東京⼤学名誉教授                  ⼭本 良⼀先⽣ 
15:30  閉会 
     総評                          第２８２０地区ガバナー       新井 和雄   
     所感                           第３分区 IM リーダー・パストガバナー髙橋 賢吾 
     次期ホストクラブ会⻑挨拶     ⽔⼾東 RC 会⻑           ⽊内 洋⼀ 
     閉会の⾔葉                      IM 実⾏副委員⻑                   平⼭  哲也 
     点鐘                         第３分区ガバナー補佐              ⼤⽊  清実 
15:55  諸事お知らせ 
    休憩 
16:00  懇親会                            司会（ホストクラブ） 
     地区⼤会のご案内              地区⼤会実⾏委員会（地区幹事）   早瀬 浩⼀ 
     開宴の⾔葉                 ⽔⼾さくら RC 会⻑エレクト        （    ） 
     挨拶                    第３分区ガバナー補佐               ⼤⽊  清実 
     乾杯                    次期第３分区ガバナー補佐       宮内 博夫 
     懇談 
     ロータリーソング「⼿に⼿つないで」ソングリーダー 
17:30  終宴の⾔葉                     ⽔⼾さくら RC 副会⻑                （    ） 



第 3 分区 IM 実⾏委員会 組織表 
 
 
第 3 分区 IM リーダー      髙橋賢吾  
第 3 分区ガバナー補佐      ⼤⽊清実 
⽔⼾さくら RC 会⻑       ⼤澤⼀茂 

会⻑エレクト    
副会⻑       
幹事       岡⽥晃 
副幹事      平⼭哲也 

IM 実⾏委員⻑          井坂純 
IM 実⾏副委員⻑         平⼭哲也 
 
 
  

委員会 委員⻑ 副委員⻑ 委員 
総務・企画・会計 井坂純 圷愛⼦ 和⽥公⼀郎 
会場・登録・救護 
 

⼩林賢 鈴⽊正⼈ 根本佳典 
阿部克⼰ 
萩⾕慎⼀ 
⼩林新 
⼤根⽥ケイ 

親睦 平⼭哲也 岡⽥晃 荒川誠司 
誘導・接待 ⾼槻⼀雄 島村宏 池⽥勇夫 

井⼩萩誠⼀ 
⻘⽊進 

記録・広報 ⾼野義久 ⼩林寛之 ⼩林⼀裕 
藤崎敦 

 
    
 


