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MITO SAKURA WEEKLY VOL.1235 
2022－23 年度 No.18 

 

１２月第２回例会プログラム 

R4.12.12(月)12:30～ 

於：水戸京成ホテル 

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． 入会式 

宇佐美 潤基 新会員 

５． 3 分間スピーチ 

６． 会食 

７． 委員会報告 

10. 幹事報告 

11. イニシエーションスピーチ 潮田 会員、ヒッチコック 会員 

12. 閉会点鐘 

 

 

 

１２月５日例会報告 

今後の予定 

12 月 疾病予防と治療月間 

12 月 19 日（月）  休会 

12 月 25 日（日）  忘年餅つき例会 

12 月 26 日（月）  振替休会 

 

１月 職業奉仕月間 

1 月 2 日（月・祝）  休会 三箇日 

1 月 9 日（月・祝）  休会 成人の日 

1 月 16 日（月） 卓話イニシエーションスピーチ  

須藤会員・木代会員 

1 月 23 日（月） 卓話イニシエーションスピーチ 矢吹会員 

1 月 30 日（月） 夜の例会 外部卓話 

■入会式 

 

 

 

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

※欠席の場合は、遅くとも例会の４日前までお申し出ください。 

※メークアップのご連絡は出席委員会（小林賢会員）まで 

 

入会式を行いました。 

青木美千代会員です。 

事業所は 

“株式会社ぷらす・みー” 

です。これから、どうぞよろ

しくお願い致します。 

  

 

 

 

■12 月誕生日会員の紹介 ■各寄付のお願い 

１２月にお誕生日を迎える 

会員は３名でした。 

岡田晃会員、豊田会員、大塚

会員です。 

おめでとうございます！ 

 

※大塚会員は当日は欠席 

ロータリー財団 １人160 ドル、
米山奨学金 １人（25,000円）の
寄付をお願い致します。 
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■年次総会 （２０２３―２０２４年度 役員・理事の承認） 

 

 

 

 

年次総会を⾏いました。⾼野指名委員⻑より、クラブ会員へ２０２３―２０２４年度の役員及び理事の
選出について諮ったところ、以下のとおり、次年度の役員・理事が承認されました。 
 
会⻑       岡田 晃 
副会⻑      礒﨑 博文 
副会⻑      小林 一裕 
幹事       平山 哲也 
会計       大澤 一茂 
直前会⻑     ⾼野 義久 
理事       杉山 武己 
理事       小野瀬 将紀 
理事（副幹事）  古賀 裕基 
理事       齋藤 信二 

敬称略 

（左から、大澤会員・高野会員・小林（一）会員・平山会員・岡田晃会員・礒﨑会員・杉山会員・小野瀬会員・古賀会員） 

■国際奉仕委員会よりセミナー報告がありました 

 

２０２２年１２月３日、ホテル日航つくばに於いて開催された 

２０２２―２０２３年度国際奉仕セミナーについて、圷国際奉仕委員長より 

参加報告がありました。詳細は別添報告書をご参照ください。 
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幹事報告 

■職業奉仕セミナーのご案内が来ております。 

 職業奉仕委員会の方参加宜しくお願い致します。 

■第６回理事会を開催しました。詳細は別添議事録をご確認ください。 

■別添のとおり、水戸５RC の年末年始における例会日時・場所臨時変更及び休会のお知らせがあります。 

 ご確認ください。 

 

 

ニコニコ BOX 報告 

■１２月５日例会 
氏   名 内   容 

高野 義久 青木会員の入会を歓迎致します。これから宜しくお願い致します。 

大澤 一茂 総会がスムーズに進行するようお願いします。青木さん、入会おめでとうございます。 

高槻 一雄 青木会員の入会を記念して！ 

平山 哲也 青木さん入会おめでとうございます。先月は誕生日のお祝いありがとうございました。 

杉山 武己 青木さん入会おめでとうございます。ようこそ水戸さくら RC へ。 

古賀 裕基 青木さん、入会おめでとうございます。これから、よろしくお願いします。ブラボー！ 

 

集   計 

１２月５日 ６件 合計１４，０００円 累計 ３１３，０００円 

 

 

例会出席状況報告 

■１２月第１回（１２月５日） 

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％ 

４４名 ４３名 ２７名 ６２．７９％ ０ 名 ２７名 ６２．７９％ 

 

■当日欠席者（敬称略） 

池田勇夫・大根田ケイ・鈴木正人・根本佳典・萩谷慎一・髙久輝芳・齋藤信二・鬼澤卓・柴﨑芳輝・大塚匠 

長澤新・潮田智彦・ヒッチコック弥生・須藤涼子・原口和香奈 
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【出席免除】青木進・井小萩誠一 

 

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  


