
２０１５年７月１４日発行                 第２７１４回例会 

 

 

―本日のプログラム― 

                  各委員長就任挨拶（その 1） 

                   会員組織 佐伯委員長 

                   会員増強 石嶋委員長、分類・選考 阿部委員長 

                       Ｒ情報  岩田委員長 

                   クラブ運営 菊地委員長 

                   例会運営 小島（律）委員長、出席 工藤委員長 

                     プログラム 若井委員長、親睦活動 滝澤委員長 

                    クラブ会報 杉野委員長、広報・雑誌 荒井委員長 

 

 

―次回、7月 21日の例会プログラム― 

各委員長就任挨拶（その２） 

上記以外の委員長 

                        

 

第 2713回例会記録（2015年 7月 7日開催） 

 

新入会員 

入会式 

新入会員： 

左から 大貫由美子さん 

諸岡佳子さん 

関口英樹さん 

 

 

 

 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

週 報



点鐘・ソング 糸賀会長 ・ 国歌 ・ 奉仕の理想 

ゲスト リュウ カヒン君（米山奨学生） 

ビジター 中村康博 第 7 分区ガバナー補佐、手賀晴夫 ガバナー補佐幹事（牛久Ｒ

Ｃ） 

会長報告 

糸賀会長 

会長報告させて頂きます。 

本日、２０１５-１６年度第 1回目のクラブ例会は、倉沢ガバナー、中村ガバ

ナー補佐、手賀ガバナー補佐幹事出席のもと、新入会員の入会式が行わ

れ、３名の新入会員（大貫さん、諸岡さん、関口さん）に入会して頂きまし

た。早くロータリークラブに慣れて頂き、クラブ例会やクラブ活動を楽し

んで頂ける様お願い致します。 

又、6月 30日に常陽銀行支店長が移動転勤になり、退会致しました。新

任の支店長として片平支店長が就任されました。早速入会の手続きを進

めさせて頂きます。 

７月１日より、倉沢ガバナー年度がスタート致しました。竜ヶ崎ロータリー

クラブでは会員数２９名でスタートし、本日七夕の良き日に３名の新入会

員に入会して頂き、本日より３２名になりました。 

今年度の例会回数は 46 回を予定しております。どうか 1 年間宜しくお

願い致します。 

幹事報告 

寺田幹事 

ガバナー事務所より、「地区研修協議会」資料の中の送金先訂正とお

詫びと、寄付・認証ロータリークラブの手引き、前期地区分担金振込みに

ついてのお願い、国際奉仕研究会についてのお知らせが届いています。 

藤居彰一パストガバナーより、ガバナー年度の終了のお知らせ並びに

御礼について届いています。 

第 13回日韓親善会議が 9/4グランドプリンスホテル新高輪で開催され

ますので、ご参加されたい方はお申し出ください。 

来週より前期会費￥115，000 を集金致しますのでよろしくお願い致し

ます。 

仙台東ＲＣ会報・ロータリー財団Ｎｅｗｓ・バギオだより・かすみがうらフェス

ティバルの案内を回覧致します。 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

 

 

 

 

 

会員３２名、出席２９名              出席率：９０．６３％ 

先々週の訂正出席率：９６．８８％ 

欠席：阿部会員、久保会員、沼野会員 

メイクアップ：小島（律）会員、山崎会員（牛久ＲＣ）、山崎会員（ロータリーの

友合同会議） 

                        

 



親睦 

滝澤委員長 

７月お祝事： 

お誕生日   14日 中嶋義雄会員  

19日 菊地達之会員 

26 日 山崎恭弘会員  

27 日 大竹雅夫会員 

29日 寺田寿夫会員 

奥様誕生日 15日 滝澤ひろ美様    

皆様おめでとうございます 

 

新入会員 会員章授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

糸賀会長 就任挨拶 

 会長就任挨拶をさせていただきます。国際ロータリー会長、 

Ｋ．Ｒラビンドラン会長は、2015-16年度「世界へのプレゼントに 

なろう」というテーマを掲げられました。 

また、国際ロータリー第 2820 地区倉沢ガバナーが「初心に 

返り 新たなる 1歩を」という地区テーマを掲げられました。 

内容につきましては、この後倉沢ガバナー就任挨拶で詳しく 

説明があるかと思います。 

竜ヶ崎ロータリークラブは伝統と歴史があり、格式の高いロータリークラブです。この

様なクラブに入会させて頂き、第 57代会長を拝命するとは思ってもみませんでした。拝

命した以上は、充実したロータリークラブを目指し、各委員長さんを中心とした委員会活

動をして頂き、最終決議を理事会で承認し、会員の皆さんの活発な活動を期待すると共



に、全力で竜ヶ崎ロータリークラブを盛り上げたいと思います。 

竜ヶ崎ロータリークラブでは、故木村パストガバナー以来 20年ぶりに 2人目の倉沢ガ

バナーが誕生致しましたので、ガバナーが望んでいる活力あるクラブを目指すにはＲＩ

会長賞への挑戦をしたいと思います。 

必須項目と致しまして、クラブ目標をロータリークラブセントラル！15 のクラブ目標を

入力致しました。いくつかの目標を挙げさせて頂きます。会員増強と維持では、純増 10

名という目標を設定致しました。オンラインツールの利用では、マイロータリーへの登録

について 50％の登録を完了させなければなりません。人道的奉仕 7項目のうち 3項目

を達成する。新世代については、ローターアクト、インターアクトクラブのスポンサー若し

くは共同スポンサーとなる。公共イメージとしましては 2項目の中から 1項目を達成する

という事。以上ＲＩ会長賞を目指すにはこの様な条件をクリアしなくてはなりませんが、ご

協力・ご指導を賜りＲＩ会長賞を目指します。1年間宜しくお願い致します。 

 

寺田幹事 就任挨拶 

本年度、幹事に任命されました寺田です。幹事の仕事はかなり 

多く、ハードな任務かと思います。まだまだ解らないことばかり 

ですが、毛利副幹事を始め、会員の皆様のご支援とご協力を頂 

きながら一生懸命努めて参りたいと思いますので、1年間宜しく 

お願い致します。 

 

池田ＳＡＡ 就任挨拶 

本年度、糸賀会長、寺田幹事の下、ＳＡＡを務めさせていただく 

池田八郎です。私が入会した 1981年の次の年に副ＳＡＡ，1983年 

にＳＡＡを務めさせていただきました。あれから 32年が経ち、再 

度ＳＡＡに就任致しまして、身の引き締まる思いです。 

幸い、副ＳＡＡに山崎さんが就任され、これ又何かの縁と思いま 

す。私が、小野瀬会長の下で幹事を務めた年の、前の幹事が山崎 

さんでした。（ちなみに、会長が木村功さんでした。）一から十まで教えて頂きました。 

前年度の岩田ＳＡＡからも教えて頂き、無事 1年間務める所存ですので、よろしくお願

い致します。 

新入会員挨拶 

 

3名の新会員の方々からそれぞれ力強い入会の挨拶がありました。 

 

 

 

 



2015-16年度 中村康弘ガバナー補佐 挨拶 

牛久 RCの中村です。竜ヶ崎ロータリークラブの子クラブですが、偉大な倉沢ｶﾞﾊﾞﾅｰに 

ついていけるかどうか不安ですが、どうか宜しくお願いします。 

本年度は初心に返って各クラブを訪問しガバナーをアシストしたいと思います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

渡利前年度会報委員長より 

会報委員長として最後の週報になりますが、訂正があります。 

ニコニコの４行めの後半部分及び、金額小計の後ろのカンマ 

以降のゼロを３つを削除して下さい。 

 

 

 

第 2820 地区 2015-16年度 倉沢ガバナー 就任挨拶 

RI ﾗﾋﾞﾝﾄﾞﾗﾝ会長は時間に限りがあるこの世界で、人の為に 

何が出来るかを考えなさいと話されています。 

ペーパーレスとなったこの時代に適合させるのに苦労しま 

すが、皆様の協力を仰ぎながら今年一年間、進めてまいりた 

いと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥30,000 倉沢会員 「ロータリーの友」に秋田君ガバナー紹介文有難う。1年間宜しくお願いします。 

￥15,000 糸賀会員 新会員の方々を歓迎致します。本年度会長をさせて頂きます。一年間宜しくお願い致します。

ＲＢ会で優勝致しました。 

￥10,000 佐伯会員  ①糸賀会長、寺田幹事、池田ＳＡＡ1年間宜しくお願いします。②倉沢地区ガバナーの門出を祝

して。 

￥10,000 山崎会員  誕生日祝いを頂きました。糸賀年度を祝して。また中村ガバナー補佐を歓迎して。 

 



 

￥10,000 菊地会員  ①糸賀会長年度、倉沢ガバナー年度の発展を願って。②大貫、諸岡、関口さんの入会を祝って。

③誕生祝いを頂いて有難うございました。 

￥10,000 荒井会員  糸賀年度のスタートを祝し、又本日入会の皆様を歓迎して。 

￥10,000 渡利会員  3 名の新会員と中村ガバナー補佐を迎えて楽しい新年度のスタートとなりました。 

￥10,000 毛利会員 新年度の門出を祝して。今年度は忙しい年になりそうですが皆さん協力して和気あいあいの

楽しい年にいたしましょう～。又新しい 3 名の仲間の入会を祝して。 

￥10,000 小野瀬会員 糸賀年度の前途を祝して。 

￥10,000 寺田会員 誕生日祝いを頂きました。本年度幹事を務めさせて頂きます。一年間宜しくお願いします。 

￥10,000 池田会員 糸賀年度を祝して。 

￥5,000 岩田会員 糸賀会長スタートを祝して。 

￥5,000 小島（孝） 新年度スタートを祝し。 

￥5,000 大竹会員 誕生日祝いを頂きました。中嶋さん、阿部さん、岩田さん、ご苦労様でした。糸賀会長、寺田幹

事、池田ＳＡＡ頑張って下さい。 

￥5,000 若井会員 糸賀年度のスタートを祝い大きな行事も控えています。全員で力を合わせよう。 

￥5,000 北会員 前年度役員の皆様ご苦労様。ガバナー及び新役員の船出を祝して。 

￥5,000 石嶋会員（会員・増強委員長） 糸賀会長会員の増強がんばりましょう。 

￥5,000 秋田会員 誰とは申しません。頑張って下さい。 

￥5,000 杉野会員 糸賀会長、寺田幹事、池田ＳＡＡの本年度のご活躍を祈念致します。 

￥5,000 中嶋会員 無事糸賀さんにタスキを渡すことが出来ました。ご協力ありがとうございました。誕生祝いを

頂きありがとうございます。 

￥3,000 小島（律）会員 一年、がんばりますのでよろしくお願いします。 

￥2,000 滝澤会員 奥様誕生日祝いを頂きました。糸賀会長よろしくお願い致します。 

小計 22 件 ￥185,000         累計 22 件 ￥185,000 

 

 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに、山崎副ＳＡＡ（電話 090-3242-6803）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・糸賀祥治 ☆幹事・寺田寿夫 ☆ＳＡＡ・池田八郎 

☆ 例会場：常陽銀行竜崎支店２階 〒301-0011竜ヶ崎市横町 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 

会報委員長 杉野訓男  委員 渡利千里、田坂由美子、関野康子 

http://ryugasaki-rc.org/

