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7 月第２回例会プログラム 

R4.7.11（月）於：水戸京成ホテル 

12:30 ～ 例会開始 

１． 開会点鐘 

２． ロータリーソング斉唱 

３． ゲスト・ビジター紹介 

４． 会員３分間スピーチ 

５． 会食 

６． 委員会報告 

７． 幹事報告 

８． ガバナー補佐 事前訪問 

第３分区ガバナー補佐 宮内 博夫 様（水戸東 RC） 

９．閉会点鐘 

 

 

 

７月４日例会報告 

■出産お祝いの授与 

 

■お誕生日 

 

 

 

 

 

※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 

7 月 

7 月 14 日（木） 若手親睦ゴルフコンペ 

7 月 18 日（月・祝） 休会 海の日 

7 月 25 日（月） 夜の例会 於 水戸京成ホテル 3F 

     イニシエーション・スピーチ 冨島会員 

7 月 30 日（土） 8：30～委員会活動 水戸さくら RC 杯卓球大会  

    於 リリーアリーナ MITO（青柳） 

 

8 月 会員増強・新クラブ結成推進月間 

8 月 1 日（月）  クラブ協議会 ガバナー公式訪問について 

イニシエーション・スピーチ 小野瀬会員 

8 月 8 日（月） RI 第 2820 地区 大野 治夫ガバナー 公式訪問 

8 月 15 日（月・祝） 休会 振替休日 

8 月 22 日（月） 休会 定款第 7 条第 1 節 

 

富永会員に３人目のお子様が生誕されました。 

クラブとしては久しい出産お祝いの授与が行われました。 

富永会員、子育て頑張ってください！ 

７月に誕生日をお迎えになる会員（配偶者含む）にお誕生祝いが贈呈され

ました。お誕生日おめでとうございます！ 

（左から高野会長、和田会員、井坂会員、圷会員、高槻会員、富永会員） 
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■入会式                             ■NEWオリエンテーション費の支給 

   

■米山奨学金授与                 ■水戸南ロータリークラブ粂田会長、及川幹事のご挨拶 

写真：奨学生のハディさん             

            

 

 

■2022-2023 年度 高野会長、小林（一）幹事より卓話が行われました。 

 

2022～2023 年度 高野義久会長（株式会社ロシナンテ） 

改めまして今年一年よろしくお願いします。 

昨年のスタート時と比較すると、会員が 12 名増え、本日入会した安新

会員を含め 35 名でスタートとなりました。今年は新しい会員のアイディ

アも多く取り入れながら様々な奉仕活動・親睦活動を実施していきたいと

思います。予定されていない事でも、様々な企画をお願いします。 

クラブを良くする提案をお願いします。意見が対立する事もあると思い

ますが、クラブの為に出して頂いた意見は皆さんで検討していきましょう。

そして、どうしても実現できない内容については、皆様が会長をやられる

時に実現してください。ロータリーは幸い、1 年で会長が変わります。単年で全ての意見を取り入れる事は出来

ませんが、ご自身でやりたいと感じる改善方法や奉仕事業は、出来る立場になった時に積極的に行動をお願いし

ます。 

 

 

 

7 月 4 日入会の安隆行新会員（勝田機材株式会社）の入会式を行いました。 

紹介者である岡田晃会員・杉山会員には、会員増強推進の一環として本年度より正式決定した新会員候補者

オリエンテーション費をクラブから支出しました。会員増強は、クラブ全体で取り組みましょう！ 
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今年は、従来「慣例」と言われていた事を、きちんと説明が出来るように明確にしていきます。クラブを持続

可能にするため、特定の方のみご存じの事を無くしていきます。そして、会員増強もクラブの持続には欠かせま

せん。増強はクラブ全員で行う事です。ご年齢やご職業の種類によってお声がけできない方がいるのも当然です。

出来る方の費用を少しでもクラブ全員で負担したいという思いから、今期は推薦者に 15,000 円の新会員候補者

オリエンテーション費をお渡し致します。 

皆さんと対話しながら、改善を重ねていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

 

2022～2023 年度 小林一裕幹事（小林工業） 

今年度の幹事を務めます小林です。 

ロータリーに入ってまだ日も浅く、経験も未熟ではございますが、精一

杯務めてまいります。ご迷惑をお掛けすることも多々あるかと思いますが、

宜しくお願い致します。 

 会長と話が重複しますが、今、若い人たちが入ってきています。 

そんな彼らのロータリーに入ってやりたい事、今まで以上に表に出るよう

な奉仕を、積極的に取り組んでいきます。 

ロータリーには必要な委員会があって、色々な会員の方々の考えがありま

す。役職だとか幹事だとかそういう事ではなく、皆さんの会です。ひとりひとりが色んな考え方を持っている

ので、その一つ一つを拾っていくのは難しいかもしれませんが、会長を船頭とし、今年一年の活動に、会員の

みなさまと一丸になって取り組んでいきたいと思います。もしその奉仕活動に何かしらの批判や中傷されるよ

うなことがあれば、私は盾となる所存でございます。今年一年楽しく活動しましょう。ご清聴ありがとうござ

いました。 

幹事報告 

 
■７月４日（月） １１時より水戸京成ホテルにて理事会が開催されました。 

議事録を別添致しますので、ご確認をお願いします。 

■予算及び決算が確定いたしましたので、別添いたします。 

■地区国際奉仕研究会が下記日程にて開催されます。 

 日時 ７月２３日（土） １３：００～ 於：ホテルグランド東雲  

出席者 圷国際奉仕委員長 

■地区青少年奉仕研究会が下記日程にて開催されます。 

 日時 ７月２４日（日） １０：００～ 於：ホテルテラス ザ ガーデン水戸  

出席者 小野瀬青少年奉仕副委員長 

■地区職業奉仕研究会が下記日程にて開催されます。 

 日時 ８月６日（土）  １２：３０～ 於：ホテル日航つくば  

対象者 和田職業奉仕委員長 

■８月８日（月）はガバナー公式訪問です。例会後のクラブ協議会まで全員参加でお願いします。 

（16 時終了予定） 
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ニコニコ BOX 報告 

氏   名 内   容 

粂田 信行 

（水戸南ＲＣ会長） 
水戸南ロータリークラブ、今年度会長の粂田です。よろしくお願いします。 

高野 義久 今年一年よろしくお願いします。 

小林 一裕 幹事の小林一裕です。一年間よろしくお願いいたします。 

安  隆行 本日、入会させて頂きます。これから宜しくお願い致します。 

富永 恭介 大澤直前会長、お疲れ様でした。高野会長よろしくお願います。 

齋藤 信二 ニコニコＢＯＸ委員長として１年間よろしくお願いします。 

大澤 一茂 
高野会長、小林幹事、１年間頑張ってください。楽しくやりましょう。 

安さん、入会おめでとうございます。 

安  隆行 本日、入会させて頂きます。これから宜しくお願い致します。 

礒﨑 博文 
先日は皆様にご来店頂きありがとうございました。私も大変貴重な経験を積むことができ

ました。今日から新年度、貢献できるように頑張ります。 

井坂  純 
新年度になりました。高野会長、小林一裕幹事、一年間よろしくお願い致します。 

妻への誕生日プレゼントを頂きありがとうございました。 

荒川 誠司 高野会長、小林幹事、１年間よろしくお願い致します。 

圷  愛子 高野会長、小林幹事、１年間よろしくお願い致します。 

大木 清実 
高野会長、小林幹事、そして水戸南ロータリークラブ粂田会長、及川幹事、１年間頑張っ

てください。 

平山 哲也 高野会長、小林一裕幹事、今年一年間よろしくお願い致します。 

井小萩 誠一 高野会長、新しい年度一年間よろしくお願い致します。 

高槻 一雄 高野会長、小林幹事、今年度よろしくお願い致します。 

杉山 武己 高野会長、小林幹事、新年度宜しくお願いします。安さん、入会おめでとうございます。 

岡田  柊 安会員、入会おめでとうございます、今後ともよろしくお願い致します。 

小林 寛之 
高野会長、小林一裕幹事、一年間よろしくお願いいたします。 

安さん、入会おめでとうございます。 

岡田  晃 

今年度、高野会長、小林幹事よろしくお願い致します。 

本日、入会の安さん、ロータリーで自分の人生を変えてください。 

今後の活躍を期待してます。 

 

集   計 

７月４日 １９件 合計９０，０００円 累計９０，０００円 
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例会出席状況報告 

■７月第１回（７月４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％ 

３５名 ３４名 ２５名 ７３．５３ ％ ０名 ２５名 ７３．５３％ 

 

■当日欠席者（敬称略） 

鈴木正人、髙久輝芳、冨島達哉、小野瀬将紀、鬼澤卓、柴﨑芳輝、大塚匠、小島英樹、根本 佳典、 

【出席免除】青木 進 

 

■ゲスト・ビジター（敬称略） 

粂田 信行 様 水戸南ロータリークラブ 2022-2023 年度 会長 

及川  譲 様 水戸南ロータリークラブ 2022-2023 年度 幹事 

米山奨学生 サプテラ,ヘンリカスマン ハヂ  

 

■会員メークアップ 

会員名 メークアップ先 月   日 該当月日 

高野 義久 水戸南ＲＣ 7 月１日  

小林  賢 水戸南ＲＣ 7 月１日  

小林 寛之 水戸南ＲＣ 7 月 7 日  

 

 

 

 

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

■ 会長 高野 義久   幹事 小林 一裕     ■ 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 古賀 裕基[ TEL 0120-740-600 ]     TEL 029(226)3111 ㈹ 

    副委員長 岡田 柊  


