
 

本日のロータリーソング 「奉仕の理想」 

奉仕の理想に 集いし友よ  御国に捧げん  

我等の生業  望むは世界の 久遠の平和  

めぐる歯車  いや輝きて  永久に栄えよ  

我等のロータリー ロータリー 

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 

 

2018年 7月 10日発行                         第 2855回例会 

 
―本日のプログラム― 

 各委員長就任挨拶① ゲスト：三枝第７分区ガバナー補佐（取手ＲＣ） 

 

―次回以降のプログラム―     

 ７/17 2017-18年度役員慰労会・新会員歓迎会・クラブ協議会 於：松泉閣 

７/24 各委員長就任挨拶② 

 ７/31 地区研修会報告（会員増強セミナー、財団研究会、青少年奉仕研究会） 

 

第 2854 回例会記録（2018 年 7月 3日開催） 
 

点鐘・ソング 阿部会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

ゲスト チャン クァンティエン君 (米山奨学生) 

ビジター 海野 宏明 君（鹿島臨海ＲＣ） 

会長報告 

阿部会長 

 

 

 

幹事報告 

小島（律）幹事 

 

 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

伊東委員長 

 

 

 

広報・雑誌委員会 

小島（孝）委員長 

 

いよいよ阿部年度が始まったわけですが、梅雨も例年より２０日以上早く明け、新会 

員の入会もありまして、素晴らしい出だしだと思っております。船で例えますと「プリ 

ンセスダイヤモンド号」１０万ｔ以上の船を動かす船長のように責任重大でありますが、 

頑張りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

・例会変更 牛久ＲＣ ７/２３（月）→19時より 於：清瀧 前執行部慰労会のため 

・７月のロータリーレート １ドル＝１１０円 

・回覧：青少年奉仕委員会だより、財団ニュース、龍ヶ崎中央ＲＣ・仙台東ＲＣ週報 

   ７/１７夜間例会出欠表 １７：３０～クラブ協議会 １８：３０～役員慰労会 

・事業計画の提出をお願い致します。 

・赤レンガ保存会よりお礼状が届いております。 

 

 

会員数３７名、出席数３６名                      出席率：   97.30％ 

                          先々週の訂正出席率：  97.22％ 

欠席： 嶋田君 

メークアップ： ガバナー(G)、パストＧ、Ｇエレクト、Ｇノミニー懇談会（倉沢君） 

 

ロータリーの友７月号の紹介 

横組み Ｐ３ ロータリーの友事務所代表理事 

    Ｐ７ ＲＩ指定記事・ＲＩ会長メッセージ「ロータリアンの皆さま」 



 Ｐ８ ＲＩ会長紹介  

Ｐ２２ ガバナーの横顔 

縦組み Ｐ４ 音楽教育は人間教育  

2740 地区・地区大会記念講演 

 

役員就任挨拶 

会長就任挨拶    阿部 孝義 会長 

私は 2007年荒井会長の時に入会しました。入会当時は会長職など全く考えも 

しませんでした。入会前は新聞関係の青年部役職をしており、丁度そのころ卒業 

時期でしたのでタイミングよく竜ケ崎ＲＣへの誘いがあったわけです。よく入会 

前に考えたことは自分の商売だけではなく何かご奉仕をしたいと思っていました。 

自分の力では何もできないので竜ケ崎クラブに入れば何かご奉仕ができる事に気付きました。入会してから 11 

年色々と経験をしまして現在に至りました。 

 ロータリーは奉仕活動を目的として地域の為、人類の為、世界平和を目指すことでロータリー活動を理解する

ことが出来ました。2018-19 年度バリーラシンＲＩ会長のＲＩテーマ「インスピレーションになろう」は 113 年

前の創設以来ロータリーの役割は世界で、会員の人生において絶えず進化してきました。その初期会員が親睦と

友情を見つけ、地域社会で人々とのつながりを築く方法を提唱していました。間もなくロータリー財団の支えも

あってロータリーの奉仕は世界中の家族や地域社会の人々の生活を変えていくようになりました。ロータリーは

これからもポールハリスが思い描いた団体であり続けます。残念ながらロータリーがどんな団体でどんな活動を

しているのかを充分に理解している人は多くありません。ロータリーの奉仕は人々の人生、そして地域社会を変

えるものです。奉仕を実現するために、ロータリーでの自分の役割、そして地域社会での役割をこれまでと違う

角度でとらえ、公共イメージにもっと重点を置きメディアを活用して会員基盤を築き、奉仕のスケールアップを

してパートナー組織に注目してもらう必要があります。私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性

をもって正面から立ち向かう意欲をクラブ地域社会、組織全体から引き出すための「インスピレーション」とな

る必要があるのです。 

 次に第 2820地区 高橋ガバナーはロータリーの心と力を地域社会へ提唱しています。クラブのサポートと強化、

人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上などです。私は今年度は国内奉仕、海外奉仕を重点に

特に地域重視の奉仕活動を戦略計画に入れながら活動をして先を見越したクラブ運営を心掛けていきたいと思

います。継続事業は今まで通り行い、新しいことを少しでも取り入れた事業展開をしていきたいと思います。 

 以上の事業を小島律子幹事・滝澤ＳＡＡ・役員・理事の方々に協力を得て、クラブ運営または事業を進めてい

きたいと思います。 

 会員の皆様のご協力、ご支援をお願い致しまして就任の挨拶と致します。 

 

幹事就任挨拶    小島 律子 幹事 

 今年度幹事という大役を仰せつかりました小島でございます。この場に立ちま 

して、改めてかなりのプレッシャーを感じております。私がロータリーへ入会し 

やっと４年目が過ぎました。皆様には入会当初より温かく迎えて頂きまして、楽 

しいロータリー活動をさせて頂いております。 

 しかし、楽しいばかりでロータリーの本質につきましては分からない事ですから、皆様に迷惑をかけてしまわ

ないか、阿部会長の足を引っ張らないか、不安で一杯ですが、副幹事や関野前幹事に助けて頂きながら自分が出

来る事を、自分なりに一生懸命やっていこうと思っております。 

 皆様のご支援を賜りまして一年間幹事の職を全うして参りたいと思いますので、ご指導・ご鞭撻の程、よろし



くお願い致します。 

 

ＳＡＡ就任挨拶    滝澤 健一 ＳＡＡ 

 今年度ＳＡＡとして一年間活動させて頂きますが、前任の渡利君の足元にも及びま 

せんので、自分なりに出来ることをやっていこうと思っております。 

またＳＡＡの役割として早く会場へ来たのですが、ニコニコＢＯＸの紙を準備しおらず 

申し訳ございませんでした。来週は必ず準備して参りたいと思います。どうぞ皆様、 

今年度も率先してご奉仕して頂けますよう、１年間よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

西村
にしむら

秀明
ひであき

君  紹介者：阿部君 

㈲ニシムラコーポレーション 代表取締役社長 

職業分類：    保険代理店 

  事業所住所： 久保台 1-7-1サンロード久保台 102 

  電話番号:    0297-63-5131 

  生年月日：  Ｓ35 年 6月 5日（58才） 

  

 

 

 

 

 

米山奨学生報告 チャン クァンティエン君 (米山奨学生) 

 今日は新年度ということですが、引き続きよろ 

しくお願いします。先日、新しい研究テーマを決ま 

りました。頑張りたいと思います。先月は伊東さん 

の保育園の運動会に誘って頂いて遊びに行きまし 

た。最近は暑い日が続いていますので、皆様身体 

に気を付けながらお過ごし下さい。 

 

 

退会挨拶 片平 正夫 君 

6/27に異動の辞令新職場は「めぶきリース」というリース会社で、つくばの 

常陽銀行ビルの中にあります。実は龍ヶ崎地区が担当になりますので、皆様方 

の会社でリースを使って頂けますと、またお邪魔できるのでお待ちしております。 

３年間お世話になりました。家内からも皆様によろしくと言付かって参りました。 

本日ビジターで後任の海野支店長が参加させて頂いております。どうぞよろ 

しくお願い致します。本当にありがとうございました。 

新会員入会式 

おめでとうございます 



 

ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

 

 

 

                  7月のお誕生日、おめでとうございます 

 

 

                         ・１４日： 中嶋義雄君  ・１９日：  菊地達之君   

・２６日： 山崎恭弘君  ・２７日：  大竹雅夫君  

      ・２９日： 寺田寿夫君  ・３０日：  伊東寂円君  

 ・３１日： 杉野美左子君   

 

 

 

 

 

 

   

 
                                             
 
 
 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに若井副ＳＡＡ（電話090-9645-0555）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   URL: http://ryugasaki-rc.org/ 
☆例会日：火曜日・12：30～13：30               ☆会長・阿部孝義  ☆幹事・小島律子  ☆ＳＡＡ・滝澤健一 

☆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  

￥15,000 

阿部君  １年間よろしくお願い致します。 

     西村新会員をよろしくお願いします。 

￥10,000 

秋田君  会長他、三役の更なる飛躍を期して。 

荒井君  阿部丸のスタートを祝します。寺田丸の無事年度終

了ご苦労様でした。 

菊地君  阿部年度の発展を期待いたします。 

     誕生祝をいただきました。 

倉沢君  新年度へ期待を込めて。 

毛利君  いよいよアベちゃん丸の船出ですね。一年間の航海

を若さとバイタリティーを発揮して乗組員と共に

益々楽しいクラブをリードして下さい。 

小野瀬君  エンジョイ ロータリーで阿部年度がんばれ！ 

山崎君  誕生祝いをいただきました。 

     阿部年度大変ご苦労様です。頑張って下さい。 

\5,000 

池田君  阿部年度を祝して。 

石嶋君  新年度役員の皆さん頑張って下さい。 

糸賀君  阿部君、小島君、滝澤君年度の門出を祝します。 

岩田君  阿部年度の出発（スタート）を祝して。 

大貫君  阿部会長・小島幹事・新年度の役員ご苦労様です。

一年間宜しくお願いします。 

小島（孝）君 新年度スタートを祝し。 

小林君  新年度役員をお祝い致します。１年間宜しくお願い

致します。 

小島（律）君 これから一年幹事として頑張りますのでよろしくお

願いいたします。 

佐伯君  阿部会長・小島幹事・滝澤ＳＡＡ年度スタートを祝し

て。 

島倉君  新体制スタートを祝して。 

寺田君  新年度を祝して。誕生日祝いを頂きました。 

滝澤君  本年度ＳＡＡを担当致します滝澤です。１年間宜しく

お願い致します。 

中嶋君  阿部君がんばって下さい。寺田君ご苦労様でした。

私は１４日で７６歳になります。サンダルで来てしまい

ました。 

沼野君  阿部会長、小島幹事、滝澤ＳＡＡ一年間頑張って下さ

い。 

若井君  阿部年度のスタートです。一年共にガンバリましょ

う。 

渡利君  ロータリーの新年度を祝って。 

￥3,000 

伊東君  結婚祝いのお花を頂きました。 

工藤君  阿部年度スタートを祝して!! 今年度も欠席が多く

入りますが宜しくお願いします。 

諸岡君  新しいスタートを期しまして。 

小計    ２７件 ￥   １７４，０００ 

累計    ２７件 ￥  １７４,０００ 

 

http://ryugasaki-rc.org/

