
 

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 8月 21日発行                         第 2860回例会 

 
―本日のプログラム― 

 長期交換留学生 帰国報告 関野 匠 君(2017-18年度長期交換留学生) 

 

―次回以降のプログラム―     

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） 

  9/4 祝事、招待卓話   竜ヶ崎市社会福祉協議会 生涯福祉サービス事業所 ひまわり園 

  9/11 会員卓話        奉仕プロジェクト研究会報告（糸賀社会奉仕委員長） 

                米山記念奨学会合同セミナー（伊東カウンセラー、菊地地区米山寄付増進委員） 

 9/18 新会員卓話      海老原次男君 

 9/25 ロータリーの友月間に因んで ロータリアン卓話 ロータリーの友委員 地区代表 小貫啓司 委員 

 

第 2859 回例会記録（2018 年 8 月 7日開催） 於：松泉閣 
 

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） 

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 

杉野（訓）委員 

 

・8/4（土）～8/5(日)に社会福祉協議会のふれ愛キャンプ 2018 が森林公園で行わ

れ、暑い最中、約 140名以上参加の開会式と閉会式に、私と小島（律）幹事で、竜ヶ崎

ＲＣのタスキをかけて参加して参りました。龍ヶ崎市の奉仕団体関係者や龍ヶ崎中央

ＲＣなどが来ており、また知り合いもいまして話が色々と進みました。タスキをかけ

ていたのは竜ヶ崎ＲＣだけでしたので、他の奉仕団体より目立ち、関係者から声を掛

けてもらえて良かったと思いました。イメージ向上、ＰＲは間違いなく心に刺さったと

思います。今後もＰＲはしていくべきだと思いました。大貫君も参加されており、一生

懸命子供たちに暑い中ご奉仕をされていましたので、本当に心強い会員だと思い

ました。 

・本日例会終了後、第５回の理事会を開催致します。 

 

・ライラセミナーのご案内 10/7(日)～10/8（月） 於：こどもの城（大洗町） 

 

 

 

会員数３７名、出席数３２名                      出席率：   86.49％ 

                          先々週の訂正出席率：  91.89％ 

欠席： 関野君、坂本君、伊東君、海野君、杉野（美）君 



 

 

 

クラブ広報委員会 

小島（孝）委員長 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

大貫委員長 

メークアップ： 米山記念奨学会 世話クラブ・準世話クラブ・学友会合同セミナー 

（伊東君、菊地君） 

 

ロータリーの友８月号の紹介 

横組み： Ｐ３ ＲＩ指定記事・ＲＩ会長メッセージ「ロータリアンの皆様」 

    Ｐ７ 会員増強の可能性 

    Ｐ43 地区大会略報 

縦組み： Ｐ４ 変化をチャンスに 2540地区・地区大会記念講演 

    Ｐ19 ＩＭでＲＬＩを体験 

 

納涼会にご家族の方の参加が今のところ１名しかおりません。次回の例会（8/21）まで

出欠を受け付けますので、是非ご家族の方の参加をお待ちしております。 

 日時： 8/30（木）１４：００市役所集合・出発 会費：会員１万円・ご家族８千円 

 

会員増強月間に因んで～ 会員卓話 工藤増強委員長 

 今月は会員増強月間ですので、先ほど小島（孝）委員長から紹介があったように 

「ロータリーの友８月号」には会員増強に関する記事が載っており、「ガバナー月信」 

にも倉沢パストガバナーからの記事がありますので、是非お読み下さい。 

 先週の例会の“会員増強セミナー報告 ”の中で会長所感が述べられておりました。 

一部抜粋致しましてから、皆様からのご意見を伺いたいと思います。 

1.クラブの現状 

クラブの長所 

・歴史と伝統があり、風格のある誇れるクラブ 

クラブの短所 

・平均年齢が７０歳なので若い会員の確保を急務とする 

地域社会に存在する課題 

・ＰＲ不足 

2.クラブは何を目指しているのか 

 ・龍ヶ崎市民の為の貢献を積極的に行い、地元における存在感を増す（社会奉仕） 

 ・奉仕における他団体との連携（国内奉仕、海外奉仕） 

クラブビジョン 

  ・国内奉仕・国際奉仕をする 

  ・重要な役割を果たすため外部との連携 

  ・会員間のつながりをさらに強める為の親睦 

＊竜ヶ崎ロータリークラブは地域社会に貢献するクラブを目指す 

３年後数値目標 ４２名 一年間に最低でもクラブ会員２名純増を目指す 

3.どのようにビジョンを実現できるか 

  奉仕活動における変化・・継続事業は今まで通り行い、新たに新規事業を立ち上げる 

4.目標に向けての進捗はどうか 

   戦略計画委員会の立ち上げ 

これらを踏まえて魅力のあるロータリークラブを作っていくことで、増強が進めばよいなと考えます。阿部会長の目

指す「３年後会員数４２名」をいち早く達成するため、皆様からのご意見を沢山頂きたいと思いますので、本日“会員増

強委員会からのお願い”を皆様のお手元に配布致しました。これにご意見を記入の上、提出して頂けますようよろしく

お願いいたします。 

 このあと、勝手ながらご指名させて頂き、ご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 



前年度会員増強委員長 大貫由美子君 

 前年度は皆様のご協力により４名の方に加入して頂きましたが、残念ながら２名が 

退会され、２名の純増でした。やはり会員増強を頑張ったのに関わらず、退会者を出し 

てしまってはマイナスになってしまいますので、退会者を出さないことが大事ではな 

いかと思います。また、先ほど小島（孝）広報委員長より紹介があった「ロータリーの友」 

のＰ14に「粘り強く」声を掛け続けるということが書いてあります。やはり私自身も１、２回お誘いして諦めてしまうこと

もあり残念に思っていましたので、次の会員増強委員の皆様に特にお伝えしたいと思います。 

 

菊地達之君 

 新会員候補者の情報や推薦が度々挙がってくると思いますが、そのような情報を 

得ることと、やはり大変だとは思いますが頻繁に増強委員会を開いて頂いて、その中 

でどのように挙がった人たちと話ができるか、具体的に話し合いをすることの繰り返 

しが大事なのではないかと思います。また現在、一業種一名という縛りがなくなりま 

したので、もし差し支えなければ同業種の中で、この方ならという方を推薦して頂け 

ればよいのではないかと思います。 

それから、女性の会員がもう少し増えればいいと思います。その為にはやはり女性の会員の方に何とかご努力を

願いたいと思います。 

 

池田八郎君 

 私もかつては龍ヶ崎中央ＲＣに、小野瀬特別代表と共に尽力を致しました。しかしやは 

り７６歳になり、若い方、最近入会された方が一番身近に候補者がいると思いますので、 

若い方に積極的にロータリークラブを勉強し、素晴らしいものだと理解して頂いて、 

次々と自分の仲間を作っていって欲しいと私は思います。若い方にはファイトがありま 

す。是非奉仕の理想のために「やろうじゃないか」と情熱を燃やして頂きたいと思います。 

 

貴重なご意見ありがとうございました。皆様の意見を踏まえて、各委員会と協力しながら魅力ある竜ヶ崎ロータリ

ークラブにしていくことで、会員増強に繋げていきたいと思います。どうぞ皆様のご協力宜しくお願い致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

８月のお誕生日おめでとうございます。 

 

岩田邦夫君 

           

 

 

 

 

お誕生日             ・１８日： 岩田邦夫君   

 

ご主人・奥様 誕生日    ・２９日： 若井友子さん   

・２９日： 杉野三千男さん 

8 月の記念日、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。 

 

国際ロータリー第２８２０地区 藤田玲子 2018-19年度 青少年交換委員長メッセージ(水戸好文 RC） 

皆様もご存じの通りロータリーの青少年交換留学には長い歴史があります。 

これまでに、2820地区では、アメリカ、フランス、タイとの１年間の長期交換留学、タイの 3350地区とは８日

間の短期交換留学を行っており、国内外で活躍できる優秀な青少年の育成に大きく貢献しています。 

私は 18歳の時に、オーストラリアで行われていた、アジアを中心とした若者のためのリーダー育成研修プログ

ラムに参加をしました。 

約 20人の若者が参加し、世界情勢、政治、経済、文化や参加者の互いの国について学びました。プログラムは

３ヶ月でしたが、当時の私は、やる気はあっても何をすべきか良くわからず空回りしていた感じでした。でも周

りの人達が根気よく応援をしてくれて、自己研鑽と得難い経験をすることができました。 

肌の色、言葉、習慣、育ってきた環境の違う人々と交わるうちに、国と国との間では様々な違いがあっても、心

を悩ませる問題や人が嬉しいと思うことは万国共通であることがわかりました。そして「人のあり方が国のあり

方」という言葉の重みを痛感しました。今日もこの言葉が私の指針の一つになっています。 

18 歳以降、インド、カンボジア、ヨーロッパ諸国で平和構築のサポート、日米欧の経済人会議のアシスタント、

国際会議の運営のボランティアを約 30年続けてきました。 

この度地区の青少年交換委員長として、今までの経験を活かしながら将来を担っていく留学生達の育成奉仕活動

に参加する機会を与えられましたことに感謝申し上げます。 

委員の皆様や ROTEXの学生と共に「この委員会に入って良い奉仕活動ができた」と実感し合える 2018-2019年度

にしていきたいと思います。 

皆様の忍耐強いご支援、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。～高橋ガバナーホームページより抜粋 

 

注釈：ROTEX（ローテックス）は、ロータリー青少年交換プログラムを修了した者によって構成されている組織

である。各国際ロータリー地区の青少年交換委員会がスポンサーとなり、現在青少年交換プログラムを通して海

外から来日している学生(来日学生)や、次年度に各国へ派遣予定されている学生(派遣候補生)、現在派遣中の学

生(派遣生)のケアを行っている。 ROTary EXchangeが名称の由来となっており、ロータリー青少年交換プログラ

ムを修了した者は性別・国籍を問わずメンバーと見なされる。年齢制限は無い。 

 

 

   

 
 

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  

￥3,000 

岩田君   誕生日祝いを頂きました。 

石嶋君   ８月のＲＢ会で優勝いたしました。 

￥２,000 

海老原君  本日は多少涼しく助かります。 

大貫君         美味しいお食事をする事が出来て嬉しいです。 

杉野（訓）君 先週までの猛暑が続いたらこの夏はもたないと思い 

ましたが、今日は涼しいのでホッとしています。例年の 

普通の気温にバンザイ!! 

工藤君   本日の卓話 増強委員長としてお願いします。 

若井君   妻の誕生日祝いを頂きました。 

佐伯君   週報に写真が載りました。 

菊地君   常陽銀行に行ってきました。 

￥１,000 

池田君         写真を寺田君から頂きました。 

荒井君   週報に写真が載りました。 

中嶋君   週報に写真が載りました。 

倉沢君  月信に写真と文章が載りました。 

滝澤君   遅刻しました。申し訳ありません。 

島倉君   早退します。 

大竹君   早退します。 

 

小計    １６件 ￥   ２７,０００ 
累計     ９７件 ￥  ３５８,０００ 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BA%A4%E6%8F%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%B9%94_(%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%B9%94_(%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A7%E5%88%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2
http://ryugasaki-rc.org/

