
 

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 

「それでこそロータリー」 

どこであっても やあと言おうよ  

見つけた時にゃ  おいと呼ぼうよ 

遠い時には   手を振り合おうよ  

それでこそ ローローロータリー 

2018年 7月 17日発行                         第 2856回例会 

 
―本日のプログラム― 

 クラブ協議会             於：松泉閣 

新会員入会式・2017-18 年度役員慰労会・新会員歓迎会 

        

―次回以降のプログラム―     

 ７/24 各委員長就任挨拶 

 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 2855 回例会記録（2018 年 7月 10日開催） 
 

点鐘・ソング 阿部会長 ・ 我等の生業 

ゲスト 三枝 稔明 第７分区ガバナー補佐 (取手ＲＣ) 

ビジター 海野 宏明 君（鹿島臨海ＲＣ） 

会長報告 

阿部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高校野球の茨城大会も始まり、今月末には龍ヶ崎のお祭りもありますので、いよいよ

夏本番になって参りました。都市対抗野球も７/１３より始まります。行く機会がござい

ましたら是非ご覧頂きたいと思います。 

・西日本の豪雨災害が日に日に被害が広がっております。２,３年前の水海道の豪雨災

害の時に、バイクで乗り込んで新聞発給所の従業員と４０人で掃除や整理をしたこ

とを思い出します。丁度倉沢ガバナー年度の年で、ロータリークラブからの義援金

を市役所に送っていたことも思い出しました。今回も地区から呼びかけがあると思

いますので、理事会にて決めたいと思います。 

・６月の終わりに片平君の後任として紹介しました海野支店長（常陽銀行竜崎支店）が 

本日もビジターとして例会に出席されております。来週、新会員入会式と新会員歓

迎会を致しますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

・７/３（火）の理事会にて下記の議案について承認されました。 

①８月のプログラム 

8/7 祝事、会員増強月間に因んで～卓話：工藤増強委員長（石嶋委員、坂本委員） 

8/14 休会 

8/21 新会員卓話：嶋田一郎君 

8/28 ロータリアン卓話：地区会員増強委員長 村田 文彦 君（北茨城ＲＣ） 

②撞舞保存会への協賛金を社会奉仕委員会より支出 

③取手ＲＣより職業奉仕についての卓話を竜ケ崎クラブより出して欲しいという

依頼があった為、関口委員長を通して決定する。 

④常陽銀行竜崎支店の支店長の転勤による入退会について、クラブ細則第 13条第



 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

小島（律）幹事 

 

 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

伊東委員長 

 

 

親睦活動委員会 

大貫委員長 

4 節とクラブ事務取扱規定（3）ロにより、本日海野支店長の入会を発表致しま

した。 

⑤会員名簿の作成を始めますので、後ほど幹事より写真についてご説明致します。 

⑥予算項目を明確にすること。（クラブ協議会で説明） 

・皆様に女性保護会の小冊子「ひまわり」を配布致しました。女性保護会への支援金

については次回の理事会の議題に致します。 

 

・前期会費：１２万円を来週は移動例会ですので、7/24に集金致します。（事務局まで） 

・７/１７（火）夜間例会について 場所：松泉閣 

クラブ協議会１７：３０～、寺田年度慰労会・海野、西村新会員歓迎会１８：３０～ 

・会員名簿の作成について 

島倉君、小林君、海老原君、嶋田君、西村君、海野君は、田町の渡辺写真館にて写真

撮影を宜しくお願い致します。 

 

 

会員数３６名、出席数３０名                      出席率：   83.33％ 

                          先々週の訂正出席率：  91.67％ 

欠席： 糸賀君、西村君、関口君、荒井君、関野君 

 

本日例会終了後、親睦活動委員会を開催致します。どうぞよろしくお願い致します。 

 

2018-19 年度 第７分区ガバナー補佐 挨拶  

三枝 稔明 第７分区ガバナー補佐（取手ＲＣ） 

 本年度第７分区ガバナー補佐を拝命致しました三枝でございます。前年度は 

取手ＲＣの幹事を務めておりましたので、寺田前会長や関野前幹事と親しくさ 

せて頂きました。また今日は 10年ぶりにこの例会場に参りました。当時は丁度 

50 期の大竹会長、佐藤幹事の年度で４,５回ばかり来たと思います。今年度も 

数回参ることになりますのでよろしくお願い致します。 

ガバナー補佐の仕事は、「ガバナーの意向を伝える」「公式訪問の状況の説明」。また自分の考え方を話して結構

ですと伺っていますので、ＩＭはガバナー補佐が主ですし、例会等でも自分の考え方を述べたいと思っておりますが、

決して押し付けではないので軽く受け止めて下さい。それから阿部会長は第７分区でも際立って元気ですので、楽し

く一年間過ごせるのではないかと思います。 

 

◎今年度のＲＩテーマ「インスピレーションになろう」 

 公式訪問について・・・高橋ガバナーの希望 

・ＲＩテーマの方針説明を簡潔に終わらせ、地区方針を重点的にお話ししたい。 

・例会前にある役員との懇談会には、本年度、次年度、出来れば次々年度まで出席して頂きたい。 

・市長を訪問する際は事前に連絡して下さい。 

・クラブ協議会では、現況報告書はしっかりと読んでから各クラブへ行くので棒読みしないで下さい。読ん

でわかっていますから、各委員長の何を伝えたいかという本音を話してほしい。 

  



◎会員増強について  

私は４０歳でロータリーに入会し２９年、今６９歳になりました。取手ＲＣも含めて第７分区は増強が一番

の活動の重点をおかなくてはならない課題だと思っております。今日はセクレタリーがおりませんが、なるべ

く若い会員にこういう雰囲気を経験してもらいたいと思い、昨日の牛久ＲＣには３９歳の若い人を連れて行き

ました。 

・取手ＲＣの取り組み 

今年度のプログラムに８回ぐらい職業奉仕の卓話を入れ、広報することによりゲストを少しでも多く例会

に連れてこようとしている。８月から月１回～２回を予定。 

＊青年会議所会員数 150名ぐらい・・・卒業するとライオンズに入会されてしまうのが通例。 

現役の時にロータリーに入会してもらう為、職業卓話のパンフレットを作り、めぼしい人に配布。 

卓話を聞きに来てもらうため、少しでも興味をひくような、行きたくなるような卓話内容を設定。 

人生の先輩から自分の職業で失敗しない為の、何か一つヒントでも得られれば価値があるのではない

かと思ってもらいたい。 

↓ 

   ２０名ちょっとの取手ＲＣの会員数では卓話を出来る人が少ないので、水海道、竜ケ崎、牛久等のクラブ

から来て頂いて、事前に打ち合わせをしてパンフレットを作成したい。 

  

・牛久ＲＣ目標：５名増強 ・取手ＲＣ目標：３名増強 ＊第７分区増強目標合計：１７名 

    どういう結果になるかわからないが、何もしないでいると増強は全く先に進まない。 

公共イメージの向上にしても全て目的は増強。将来の為にも 30代、40代、50代前半の方を如何に例会 

場に連れてくるか考える時期だと思う。 

 

◎記憶に残る言葉について 

 ・３０年近く会員でいるが、ロータリーについてよくわからなくても会員になり続けられた。 

     先輩方に会える喜び・異業種の友人との親睦・地区大会の思い出等。定款・細則は難しい。 

 ・Service…様々な意味があるが「奉仕」という言葉で訳されていることに簡単に読まされていると感じてい 

る。 

 ・竜ケ崎ＲＣ 故木村パストガバナーより聞いたセントルイスの宣言 23-34 は儲けたいという気持ちと奉仕の

ために尽くすというあいだのロータリーの精神だが説明しにくい。また声明決議 92-286 を何度も読み返せ

る方はいますか？この２つが社会奉仕活動の原点。 

・超我の奉仕について 研究会でじっくり読んでもらうとロータリーの奉仕活動が見えてくるのではないか。 

 

◎私自身の支えについて  

２９年間ロータリーのことをわからないで来たままでは、何故２度目のガバナー補佐としてここに立つのか意

味がないと思っています。世の為人の為に役に立つよう、仕事・ボランティア、色々な中でやっていればロータ

リアンでいられるかと思います。 

 

参考文献： 

■決議 23-34 項  (社会奉仕に関する 1923 年の声明) 

1）ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と義務および これ

に伴う他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげようとする

ものである。この哲学は奉仕-「超我の奉仕」の哲学であり、これは、「最もよく 奉仕する者、

最も多く報いられる」という実践的な倫理原則に基づくものである。 ・・・・（一部抜粋） 

 



 

ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

 

 

■ 決議 92－286（社会奉仕に関する 1992年の声明）  

1. 地域社会における奉仕の機会を定期的に調査し、各クラブ会員に地域のニーズを検討させること。 

2. 社会奉仕プロジェクトを実施するに当たっては、会員の得意とする職業上の能力や趣味の力を生かすこと。  

3. どのようにささやかであっても、あらゆる社会奉仕活動が重要であると認識したうえで、地域のニーズを汲み

地域内のクラブの立場や力量を勘案してプロジェクトを始めること。  

4. 各種社会奉仕活動を秩序立てるために、ＲＣが提唱するＩＡＣ、ＲＡＣ、ロータリー地域社会共同隊、その他の

グループと緊密に協力すること。  

5. 国際レベルのロータリー・プログラムと活動を通じて、社会奉仕プロジェクトを強化する機会を確認すること。  

6. 社会奉仕プロジェクトの実行に当たっては、望ましく、また、実現可能な限り、必要とされる資金や人材の提

供までも含めて、地域社会にも参加を求めること。  

7. 社会奉仕の目標を達成するために、ＲＩの方針に沿って他団体と協力すること。  

8. 社会奉仕プロジェクトが一般社会の人々に十分認められるようにすること。  

9. 社会奉仕活動において他の団体の共同参加を促進する触媒としての役割を果たすこと。  

10. もしそれが適当であるならば、公共組織、奉仕団体、その他諸団体に、継続中のプロジェクトを委譲するこ

と。そうすれば、ＲＣは新プロジェクトに携わることが可能となる。  

 

 

海野 宏明 君（常陽銀行竜崎支店 新支店長）挨拶 

神栖支店より竜崎支店に転勤して参りました。前の勤務先でも鹿島臨海クラブに所属して

おりましたが、竜ケ崎クラブは出席率が高く素晴らしいなと思っております。頑張って出席した

いと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

   

 
 

通常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  

￥10,000 

杉野（美）君 新体制を祝して。 

遅刻致しました。申し訳ございません。 

お誕生日祝い頂きました。 

\5,000 

大竹君  阿部会長・小島幹事・滝澤ＳＡＡ一年間頑張って下さ

い。 

誕生日祝いを頂きました。 

三枝ガバナー補佐一年間よろしくお願い致します。 

伊東君  誕生日祝いを頂きました。 

糸賀君に大変お世話になりました。 

海老原君 水害被災者にお見舞い申し上げます。 

￥3,000 

倉沢君  三枝ＡＧを歓迎して。 

工藤君  ＲＢ会優勝しました。 

申し訳ありません。早退します。 

 

￥２,000 

阿部君  三枝ガバナー補佐一年間よろしくお願い致します。 

小島（律）君 三枝ガバナー補佐ようこそおいで下さいました！ 

杉野（訓）君 各地で自然災害が多発し本当に心が痛みます。当 

地域は災害が少なく感謝、感謝の毎日です。何にも 

ない日、バンザイ！ 

山崎君  週報に写真が載りました。 

秋田君  早退します。 

￥１,000 

小島（孝）君 週報に写真が載りました。 

島倉君  千客万来につき。 

嶋田君  先週欠席しました。新役員の皆様ごめんなさい。 

池田君  早退します。 

 

小計    １５件 ￥   ４５,０００ 
累計    ４２件 ￥  ２１９,０００ 

 

http://ryugasaki-rc.org/

