
 

本日のロータリーソング    

「我等の生業」 

我等の生業  さまざまなれど 

集いて図る  心は一つ 

求むるところは  平和親睦 

力むるところは 向上奉仕 

おゝロータリアン 我等の集い 

 

２０１７年８月８日発行               第２８１１回例会 

 

 

 

 

 

―本日のプログラム― 

         クラブ協議会 17：30～・夜間例会１８：３０～  於： 松泉閣 

 

―次回以降のプログラム― 

          ８/１５  休会（定款第８条第１節（ｃ）により） 

         ８/２２ 保延輝文ガバナー公式訪問  

例会 12：30～ クラブ協議会 14：00～ 

懇親会 16：30～17:30  於： 咲や姫 

         ８/２９  ロータリアン卓話  

「長期交換留学生について」 

 

第 2810 回例会記録（2017 年 8 月 1 日開催） 
 

点鐘・ソング 寺田会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

ゲスト タイ・ウンセンさん（米山奨学生） 

会長報告 

寺田会長 

 

 

 

 

 

 

 

・７/２５の臨時理事会にて下記の議案について承認されました。 

①９月のプログラム 

 ９/５  祝事、地区研究会報告 

クラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕、青少年奉仕、ロータ

リー財団、米山記念奨学会 

 ９/１２ 基本的教育と識字率向上月間に因んで  

会員卓話「幼児教育」 伊東寂円青少年奉仕委員長 

 ９/１９   会員卓話「私とロータリーの友」 小島孝行広報委員長 

 ９/２６  クラブフォーラム「会員増強」 大貫由美子会員増強委員長 



 

 

 

幹事報告 

関野幹事 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

杉野（美）委員長 

 

 

 

 

 

滝澤前年度幹事 

片平前年度会計監査 

 

広報・雑誌委員会 

小島（孝）委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦委員会 

沼野委員 

 

②ガバナー公式訪問当日のスケジュールと服装について 

・本日例会終了後理事会を開催致します。 

 

・例会の変更  

守谷ＲＣ ８/１８(金)→８/６(日)17：00～ 於：峰林荘 夏祭り参加の為 

  龍ヶ崎中央ＲＣ ８/４（金）18：30～ 於：花の家 納涼会の為 

・８月のロータリーレート １ドル＝１１１円 

・ロータリー青少年指導者育成プログラムのご案内 

１０/７（土）～９日（月） 於：茨城県立児童センターこどもの城（大洗

町） 

・回覧：８/８（火）夜間例会の出欠表、 

８/２２（火）公式訪問の出欠表、財団Ｎｅｗｓ 

     ８/３１（木）親睦旅行の出欠表 

 

会員３５名、出席２９名 出席率：   82.86％ 

先々週の訂正出席率：  97.14％ 

欠席：荒井君、大貫君、山崎君、関口君、久保君、小島（律）君 

メークアップ：国際奉仕研究会（毛利君）、社会奉仕研究会（岩田君） 

竜ケ崎中央ＲＣ（石嶋君） 

 

２０１６-１７年度の決算書が出来ましたので本日承認を頂きたいと思います。 

２０１６/７/１～２０１７/６/３０事業報告並びに会計処理について監査を行

った結果、決算書内容と相違ないことを認めます。 

 

ロータリーの友８月号の紹介 

横組：Ｐ１  ＲＩ指定記事・ＲＩ会長メッセージ 

   Ｐ５  ８月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

Ｐ１５ 共同奉仕 

Ｐ３８ 当地区の地区大会略報 

Ｐ３９ ＲＩ会長エレクト死亡 

縦組：Ｐ２７ 越谷北クラブの少年柔道大会 

Ｐ２８ 西那須野クラブのグローバル補助金を利用した台湾へ移動診療

車の寄贈 

Ｐ３０ 山梨で４つの分区での合同ＩＭ 

 

８/３１（木）の親睦旅行のコースを一部変更したご案内を本日配布致しました。 

迎賓館の一般公開が中止になった為、警視庁本部の見学に変更になります。本

日、出欠を回覧しておりますので、よろしくお願いいたします。 



各委員長就任挨拶（その３） 

社会奉仕委員会 大竹雅夫 委員長  

委員 荒井宏君、小野瀬昇君、岩田邦夫君 

            ６月に委員会を開催し今年度の活動を決定致しました。 例年通り、ボランテ

ィア連絡協議会主催の「ふれあい広場」「ふれあい餅つき大会」への参加、「茨

城いのちの電話」「更生保護女性連盟」「撞舞保存会」「ひまわり園」への協力

を行います。また文化会館に設置してある石碑周辺の清掃、花壇の手入れも行

ってまいります。１年間よろしくお願いいたします。 

 

国際奉仕委員会 毛利昭男 委員長  

委員 山崎恭弘君、工藤克昌君 

             まだ具体的な活動の予定はたっておりませんが、これから計画していきたい

と思います。国際奉仕委員長は３回目で前回の国際奉仕委員長の時はカンボ

ジアに５人で行ってツインクラブを作ろうとしたことがありましたが頓挫し

た経緯があります。実現するかどうか分かりませんが、また新しく計画してみ

たいなと思っております。 

 

 

2017-18 年度ガバナー公式訪問スケジュール表 平成 29 年 8 月 22 日（火）於：咲や姫  

                   （敬称略） 

時刻 内容 
備考 

９：２０ 会長、会長エレクト、正・副幹事 
市役所玄関：歓迎 

９：３０ ガバナー、ガバナー補佐等一行到着 
議長公室にて休憩・５階 

１０：００ 龍ヶ崎市長表敬訪問 
市長公室・３階 

１０：５０ 懇談会・ガバナー等、会長、会長エレクト正・副幹

事  

  

１１：４０ マイクロバス 市役所 11：40 出発 

※時間厳守 

全会員は 12 時までに会場

に集合し待機 

１１：５０ 懇談会を終了し、咲や姫に向かう   

１２：１０ ガバナー等 咲や姫に到着、お出迎え 
暫時休憩 

１２：２５ ガバナー等 例会場入場   

１２．３０ クラブ例会、昼食、ガバナー講話   

１３：３０ 写場準備、写真撮影   



ニコニコボックス 

今月の米山奨学生報告 タイ ウンセンさん 
 
 
 
 
 
 
 
 
７月１１日に阿部カウンセラーの会社の方と
一緒に食事をしました。会社でどんな仕事をし
ているか等、色々と話を聞くことができてとて
も良かったです。 

 

１４：００ クラブ協議会  司会・会長  

1.     委員長発表  

(中間に 10 分程度の休憩) 

2.    ガバナーの講評            

3.   ガバナー補佐の総評           

4.   会長挨拶 閉会   

理事・役員・各委員長 

(委員長欠席の場合は代理) 

 多くの会員、特に入会５

年未満の会員の参加 

１６：００ ガバナー等を囲んでの懇親会 

１． 会長挨拶 

２． ガバナー挨拶 

３．  乾杯  

 

１８：００ ガバナー等をお見送り  懇親会閉会    

※当日は写真撮影用にブルーのブレザー・ネクタイ(柄は自由)着用でお願いします。 

                          ８月のお誕生日おめでとうございます。 

1８日：岩田邦夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

私は進んで奉仕の資金を提供します 

渡利君 ￥２,０００ 
年会費を忘れたので寺田会
長から借金をして払いまし
た。 

岩田君 ￥３,０００ 
誕生日祝を頂きました。 

島倉君 ￥２,０００ 
いつもニコニコでいられる
ことに感謝‼ 
２カ所小生の写真ありまし
た。 

杉野（美）君 ￥１,０００ 
週報に写真を載せて頂きま
した。 

諸岡君 ￥１,０００ 
週報に写真を載せて頂きま
した。 

若井君 ￥５,０００ 
妻の誕生日祝を戴きありが
とうございました。 
 

杉野（訓）君 ￥２,０００ 
私の次女が今日から済生会
病院看護師として勤務する
ことになりました。久保先
生、お手柔らかにお願いし
ます。 

秋田君 ￥２,０００ 
写真を沢山撮りました。今
日も撮ります。 

伊東君 ￥１,０００ 
週報に写真が載りました。 
 

佐伯君 ￥１,０００ 
週報に写真が載りました。 
 

寺田君 ￥１,０００ 
週報に写真が載りました。 
 

小島（孝）君 ￥１,０００ 
週報に写真が載りました。 
 

関野君 ￥１,０００ 
週報に写真が載りました。 
 

坂本君 ￥１,０００ 
週報に写真が載りました。 
 

池田君 ￥１,０００ 
週報に写真が載りました。 
 



ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 
 
 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに石嶋副ＳＡＡ(電話 0297-６２-４５８３)に必ずご連絡ください。 

 

ＲＩ第 2820 地区・第 7 分区  竜ヶ崎ロータリークラブ   創立：1959 年 11 月 25 日 

                  ☆会長・寺田寿夫 ☆幹事・関野康子 ☆ＳＡＡ・渡利千

里 

☆ 例会場：常陽銀行竜崎支店２階 〒301-0011 龍ヶ崎市横町 4209 電話 0297-62-2112 

☆ 例会日：火曜日・12：30～13：30         URL: http://ryugasaki-rc.org/ 

☆ スポンサークラブ：土浦ロータリークラブ    ☆  姉妹クラブ：仙台東ロータリークラブ 

小計  15件   ￥   25,000 
累計  73件   ￥  288,000 

http://ryugasaki-rc.org/

