
 

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 10月 9日発行                         第 2867回例会 

 
―本日のプログラム― 

米山奨学生卓話 チャン・クァン・ティエン君 

 

―次回以降のプログラム―     

10/16 新会員卓話 嶋田一郎君 

10/23 経済と地域社会の発展月間に因んで～招待卓話 毎日新聞水戸支局長予定 

10/30 新会員卓話 西村秀明君 

 

第 2866 回例会記録（2018 年 10 月 2日開催）  
 

点鐘・ソング 阿部会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

会長報告 

阿部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

秋田副幹事 

・大地震のあった北海道では急激に寒くなる時期で、秋の北海道は観光にも最適な

のですが、観光客が減っていると聞きました。札幌でホテルを経営している牛久ＲＣ

の小栗君が“是非札幌に遊びに来て下さい”と仰っておりました。 

・ノーベル賞が発表になり、京都大学の本庶佑さんが新たな癌治療に貢献したという

ことで受賞されました。竜ケ崎ＲＣには優秀な会員が多くいらっしゃいますので、受

賞されるのを密かに期待しています。 

・社会奉仕事業の一環で秋の全国交通安全運動の記事が、毎日新聞と茨城新聞に掲

載されました。クラブのイメージアップ、ＰＲは成功したと思います。糸賀委員長をは

じめ会員の皆様にはご協力頂きまして有難うございました。 

また１４日には、ふれあい広場も開催されますので、どんどんＰＲをしていきたいと思

います。よろしくお願い致します。 

・小野瀬君のお見舞いにクラブを代表して山崎君と 

昨日一緒に行って参りました。ご本人は検査入院だ 

からと言いながら約４０分元気に話をしていました。 

心配は無用ということで２０日ごろには退院できる 

そうです。 

・フィリピンへのレントゲン車贈呈式への出席は今日で〆切です。９名で行って参りま

す。 

・本日例会終了後、第７回理事会を開催します。 

 

・１０月のロータリーレート １ドル＝１１２円 

・回覧 龍ヶ崎中央ＲＣからのお礼状 



委員会報告 

出席委員会 

伊東委員長 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

糸賀委員長 

 

 

クラブ情報委員会 

糸賀委員長 

 

クラブ広報・雑誌委員会 

小島（孝）委員長 

 

 

 

会員数３７名、出席数３３名                      出席率：   89.19％ 

                          先々週の訂正出席率：  91.89％ 

欠席： 小野瀬君、関野君、小島（律）君、西村君 

メークアップ： 9/27 交通安全キャンペーン（大貫君、沼野君、岩田君、嶋田君、小林

君、伊東君、山崎君、阿部君、海野君、糸賀君）、牛久ＲＣ（山崎君） 

 

・１０/１４(日)ふれ愛広場バザー会場は、文化会館の大ホールの外側です。当日は見つ

けやすいようにのぼり旗をたてておきます。またバザーの品物はまだ足りておりま

せん。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。 

 

・ロータリー情報委員会を先週開催し、１１名の参加でとてもよい勉強会が出来ました。

資料を皆様に今日配布致しましたので、どうぞご覧ください。 

 

・ロータリーの友１０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」 

     Ｐ８ 歴史でつながるー明治１５０年を記念して 

     Ｐ13 米山記念奨学会 新旧理事長対談 

     Ｐ24 ＲＩ指定記事 2019年国際大会 ― ハンブルグ 

 縦組み Ｐ４ 地域資源を活かした復元力のあるまちづくり 

        2830地区・地区大会記念講演 

 

会員卓話 米山月間に因んで～ 

米山記念奨学会委員長 大竹雅夫君 
１０月は米山月間でございます。すでに本日より集めておりますが、 

米山特別寄付には例年３万円を皆様に特別寄付をお願いしております。 

どうぞ皆様のご協力をお願い致します。 

 クラブからは菊地君が地区委員に出向しておりますので、米山記念 

奨学会の詳しいことについてはこのあと菊地君にお願い致します。 

 

 

地区米山寄付増進委員 菊地達之君 

  

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会について 

 

 1.米山記念奨学会事業とは 

＊日本のロータリー独自の事業（全国３４地区共同事業） 

＊日本で学ぶ大学生・大学院生を中心に外国人留学生を支援 

＊特徴 

世話クラブ・カウンセラー制度 

    準世話クラブ制度(奨学生が来ていないクラブにも交流してもらう目的) 

＊沿革 



1952年 東京ロータリークラブで立ち上がる 

      1959年 全国組織となる 

1967年 財団法人となる 

 

 2.事業規模 

  ＊2018年度奨学生数：852人 事業費：昨年度 14億円（前年度の寄付額に応じて奨学生の割り当てが 

決定される） 

   当地区では 2018-19 年度 30名 (昨年度は 26 名) 

民間の奨学金では国内最大規模 

 

3.普通寄付・・・日本の全ロータリークラブ会員からクラブを通じて定期的にいただく寄付 

         地区目標額 年額一人当たり 5,000円 

  特別寄付・・・普通寄付金以外に任意でいただく寄付金 目標 25,000円 

         （2820 地区 平均 24,900円） 

  ・集められた寄付金はほとんどが奨学金に充てられる 

  ・当クラブでは特別寄付を伝統的に 3万円頂いているので、合計一人当たり 35,000円の寄付をお預か

りしていることになる。地区では毎年第２位か３位。（皆様のおかげで地区でも大きな顔をしていら

れる。） 

 

 4.奨学生はどのように選ばれるか 

   ６月 指定校決定 （筑波大学、茨城大学、流通経済大学、東京芸術大学（取手市）、常盤大学、 

つくば学院大学、茨城工業高等専門学校） 

   ８月 指定校説明会 

   10月 指定校より候補者が推薦 

   12月 応募書類受付 

   １月 地区が面接（70名ほど） 

・大体、その年度の奨学生数の３倍の推薦者数がある。成績の点数のみだとほとんどが中国

の方になってしまうので、なるべく多くの国の留学生が奨学生になれるよう努力している。 

 

 チャン君は２年間当クラブでお世話するので、是非皆様にたくさん交流を持って頂いて話をして下さい。

そして奨学生とはこういうものなのだと理解を深めて頂き、そして特別寄付へのご協力をお願い致したいと

思います。 

 

  

 

 

 

・1日： 小島孝行君  

 ・5日：   沼野晃広君  

  ・19日： 毛利昭男君 ・ 荒井宏君 

 

 

10 月のお誕生日、おめでとうございます 

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。 

 

 

９/２7(木) 秋の交通安全キャンペーン 北方交差点付近 ＰＭ15：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

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  

￥5,000 

荒井君  誕生日祝いを頂きました。 

毛利君  誕生日祝いと結婚記念日祝いを頂きました。 

糸賀君  交通事故防止街頭キャンペーン３回、多数ご出席を

頂きご苦労様でした。 

     倉沢パストガバナー指導による情報委員会にも多数

出席頂きました。 

     2018 ふれあい広場バザーの品物のご協力を 14 日

当日まで受付けますのでお願い致します。 

小林君  バザーに出す品物がございません。すみません。 

     週報に写真が載りました。 

大竹君  １０月は米山月間です。特別寄付のご協力、お願い致

します。 

￥4,500 

情報委員会 9/25 の情報委員会のお食事代残金です。よろしく

お願い致します。  

￥3,000 

小島（孝）君 誕生日祝いを頂きました。 

若井君  週報に交通安全キャンペーンの写真が良く撮れてい

ました。 

伊東君  妻の誕生日祝いを頂きました。 

寺田君  妻の誕生日祝いを頂きました。 

山崎君  結婚記念日祝いを頂きました。早退します。 

￥２,000 

沼野君  誕生日祝いを頂きました。 

杉野（訓）君 先週は海老原先生の卓話が大変参考になりまし

た。火事の時、蔵の扉にミソを塗って防火する先人

の知恵が、話のミソでした。 

海老原君 つたない卓話をうまくまとめて下さりありがとうご

ざいます。 

￥１,000 

阿部君  秋田副幹事、幹事代役よろしくお願いします。 

倉沢君  秋田副幹事、小島（律）幹事の代理、お疲れ様です。 

佐伯君  週報に写真が載りました。 

渡利君  週報に写真が載りました。 

海野君  前期はお世話様でした。今期もよろしくお願いしま

す。 

工藤君  早退します。 

関口君  遅刻しました。 

杉野（美）君 遅刻しました。申し訳ございません。 

 

 

 

 小計      ２２件 ￥    ５８,５００ 

累計    １９５件 ￥   ６０３,５００ 

 

http://ryugasaki-rc.org/

