
 

本日のロータリーソング「四つのテスト」  

1.真実かどうか 2.みんなに公平か  

3.好意と友情を深めるか  

4.みんなのために なるかどうか 

２０１８年３月２７日発行                 第２８４１回例会 

 

 

 

 

 
 

―本日のプログラム― 

ＰＥＴＳ報告 阿部会長エレクト 

 

―次回以降のプログラム―     

４/３ 祝事、会長担当 クラブ組織変更について 

４/８ 竜ヶ崎ＲＣ、牛久ＲＣ合同観桜会 牛久シャトー（バーベキューガーデンガラスハウス） 

４/10  4/8 観桜会の振替のため休会 

４/17  会員５分間卓話 

４/24  会員５分間卓話 

 

第 2840 回例会記録（2018 年 3月 20日開催） 
 

点鐘・ソング 寺田会長 ・ それでこそロータリー 

ゲスト 森弘美枝子様 北野和子様 （茨城いのちの電話）  

会長報告 

寺田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

関野幹事 

・理事会報告。下記の議案について承認されました。 

①４月のプログラム 

   ３日 祝事 会長担当 クラブ組織変更について     

   ８日（日）  竜ヶ崎ＲＣ、牛久ＲＣ合同観桜会 於：カミヤシャトー  

      ※１０日（火）からの例会変更     

     １７日      会員５分間卓話     

   ２４日   会員５分間卓話     

 ②夏巡業 大相撲龍ケ崎場所について     

社会奉仕委員会より１０万円を協賛 （Ａ４・1/8 ｻｲｽﾞ広告 のぼり旗付） 

③新入会員候補について 

 

・回覧： 第７分区親睦ゴルフ大会 ６/７（木）於：水海道ゴルフクラブ 

    米山梅吉記念館 館報 



委員会報告 

出席委員会 

山崎委員 

 

 

 

米山記念奨学会 

沼野委員長 

 

阿部次年度会長 

 

会員数３４名、出席数２６名                      出席率：   76.47％ 

                          先々週の訂正出席率：  97.06％ 

欠席： 秋田君、池田君、小島（律）君、佐伯君、杉野（訓）君、関口君、諸岡君、杉野（美）君 

メイクアップ： 第３０回全国ローターアクト研修会（倉沢君） 

 

米山記念奨学会より阿部カウンセラーに感謝状が届いており 

ます。 

 

・来年度理事会にて次年度の各委員会委員長が承認されました 

ので、来週の週報に載せます。ただ今度のＰＥＴＳで、委員会の 

編制が変更になるかもしれませんが、どうぞご了承ください。 

・４/29（日）の地区研修・協議会には車２台に乗り合わせて参りたいと思います。近く

なりましたらまたご連絡いたします。 

・野球部の牛久ＲＣとのソフトボール大会は６/17（日）に開催されることとなりました。 

 

招待卓話  「茨城いのちの電話の概要と現況」 
茨城いのちの電話 後援会幹事 森弘美枝子様 

 皆さんこんにちは。茨城いのちの電話後援会幹事の森弘と北野です。よろ 

しくお願いいたします。 

 竜ケ崎ロータリークラブの皆様方には、日ごろより茨城いのちの電話に 

多大なるご理解とご協力を賜りまして深く御礼を申し上げます。まず本題の 

茨城いのちの電話の現状に入る前に、今の日本の自殺の現状をお話ししたい 

と思います。２０１７年の自殺者数は２１,１４０人でした。統計を取り始めて最も 

少ない数字です。長い間３万人を超えて社会問題にもなり、国も色々対策を 

とり平成２４年に３万人を下回り、それ以後順調に減り続けまして現在に至り 

ました。自殺は男性が多く７０％、女性３０％です。年代は４０代、５０代、６０代の順です。原因の１位は健康面、２位 

経済的問題、３位 家庭です。全国的に見て秋田が多く、茨城県は３４位です。 

 それでは茨城いのちの電話の概要ですが、毎年１回発行しています事業報告によりますと、実働相談員１９１

人、相談件数２０,４４０件（男４７％・女５３％）、年代別では１位４０代、２位５０代、３位３０代となっています。 

 相談内容は１位 精神、２位 人生、３位 家族となっています。いのちの電話が自殺を止めることには限界が

ありますが、ただ死にたい気持ちをもっている人が話を聞いてもらうだけで楽になり、もう少し生きてみよう

と思うようになることがあります。 

 今、茨城いのちの電話は約１９０人で２４時間、年中無休で相談を受けていますが、相談員不足は深刻です。

やはり夜の担当が難しい人が多くなっていて、相談を受けられない日もあります。全国５２センターの内、夜の

相談を受けているのは２４センターです。茨城いのちの電話も頑張って２４時間の相談を維持しようとしていま

す。毎年相談員を募集していますので、皆様方の中でも、またお知り合いの方でもご応募よろしくお願い致し

ます。竜ケ崎ロータリークラブのますますのご発展をお祈り致します。ありがとうございます。 



竜ケ崎ＲＣよりタイ 3350 地区へ交換留学中の関野匠君より 

「２～３月 月例報告」    Ｒ3350 関野 匠  

1. 日々の生活 

タイでは 4月から 5月までが暑季と呼ばれ、最高気温が 40℃を超えることも多々あります。そのため、タ

イの学校は 3月から 5 月の半ばまで休みがあり、いまは休みの期間になっています。学校が無いので学

校が無いときにしか出来ないことをしようと思い、今は留学としての勉強ではなく休暇を楽しんでいま

す。ほぼ毎日他の留学生とご飯を食べに行ったり、映画を見に行ったりしています。みんなそれぞれ異な

る背景で育ってきているので様々な国からの留学生とお話しをするのはとても刺激になり、とても楽し

いです。また、自分の英語力もとても伸びてきたなと実感しています。初めの頃は相手が言っていること

は理解できてもなかなか自分の口から単語が出てきませんでした。しかしタイにきてからたくさん英語で

話したり、英語で友達とチャットをしたりと、英語を使う機会が格段と増えました。日本の学校で必要とさ

れるような正しい文法の英語では無いかもしれませんが、教科書にあるような硬い表現ではなく活きた

表現方法が身につき、もっと実用的な本物の英語力が付いてきたなと実感しています。 

タイ語も同じように、文法書に載っているように実際に話すわけではありません。活きた言語を学べるの

が留学の最大のメリットだなと思っています。 

2. 来月の予定 

来月、2つの大きな YEトリップがあります。インバウンド生だけではなく次年度の交換生も一緒に行くので、

たくさんの人とお話しして、仲を深められたら良いなと思っています。来月の報告は 2 つのトリップについ

て書きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-19 年度役員・理事・委員会構成表・地区委員 

        

役員 理事 直前会長 

 

 

理事会 

会長 

会長エレクト 

副会長 

幹事 

会計 

ＳＡＡ 

阿部孝義 

沼野晃広 

池田八郎 

小島律子 

佐伯 優 

滝澤健一 

岩田邦夫 

小島孝行 

秋田光祥 

毛利昭男 

大貫由美子 

寺田寿夫 副幹事 秋田光祥 

監査  片平正夫 

副ＳＡＡ 若井 毅 



ニコニコボックス 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

 

委員会 委員長  委員会 委員長 

会員組織 沼野晃広  会員増強 工藤克昌 

★職業分類・会員選考 関野康子 ★ロータリー情報 糸賀祥治 

戦略計画委員会 小島孝行  

クラブ運営 岩田邦夫  例会運営 杉野美左子 

出席 伊東寂円 プログラム 山崎恭弘 

親睦活動 大貫由美子 クラブ会報 諸岡佳子 

クラブ広報 倉沢修市  

奉仕プロジェクト 寺田寿夫  職業奉仕 関口英樹 

社会奉仕 糸賀祥治 国際奉仕 杉野訓男 

青少年奉仕 荒井 宏  

ロータリー財団 中嶋義雄 

米山記念奨学会 大竹雅夫 

諮問委員会       倉沢修市          米山寄付増進委員   菊地達之   

交換留学生カウンセラー 工藤克昌         ホストファミリー        関野康子   

米山奨学生カウンセラー 伊東寂円         青少年奉仕委員       諸岡佳子 

 

           

 

 
￥1０,０００  菊地君    娘が医師国家試験に合格しました。筑波大で研修となるようです。近くに帰ってきます。 
￥ ３,０００ 寺田君  大相撲龍ヶ崎場所が決まりました。改めてニコニコへのご協力宜しくお願い致します。 
     渡利君  グランクラス席で能登に旅行してきました。 
￥ ２,０００  石嶋君  渡利君に旅行のお土産いただきました。 
￥  １,０００   島倉君  確定申告が終わり多額の税金を納めることになりありがとうございます。   

坂本君  先週例会を休みました。 
山崎君  早退させて頂きます。 
大貫君  都合により早退致します。 
 

 
 
 
 

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 

私は進んで奉仕の資金を提供します 

小計     8 件 ￥  22，000 
累計   466 件 ￥ 1,403,000 
 

http://ryugasaki-rc.org/

