
本日のロータリーソング「四つのテスト」  

1.真実かどうか 2.みんなに公平か  

3.好意と友情を深めるか  

4.みんなのために なるかどうか 

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 

求むるところは やわらぎむつみ 力むると

ころは  

向上 奉仕  おゝロータリアン 我等の集

い 

 

２０１６年２月２３日発行                 第２７４２回例会 

 

 

―本日のプログラム― 

地区大会に向けて 若井地区大会実行委員長 

 

 

―次回以降のプログラム― 

3/1祝事 水と衛生月間に因んで外部卓話 

3/8 5分間卓話 

3/15地区大会に向けて 若井実行委員長 

3/22 第 3 回目休会 

3/29 地区大会に向けて 若井実行委員長 

 

    

第 2741回例会記録（2016年 2月 16日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ 奉仕の理想 

 

 

ゲスト 

 

 

自衛隊茨城地方協力本部  

副部長 防衛事務官 日野原 実 様 

総務課 総務幹部 市村 英一 様 

竜ケ崎地域事務所 所長 齋藤 孝徳 様 

竜ケ崎地域事務所 副所長 岡本 順 様 

会長報告 

糸賀会長 

 

 

 

 

 

・ロータリーカップサッカーの部開会式、閉会式、ミニバス部閉会式には

多数のご出席を頂きありがとうございます。 

・本日は自衛隊茨城地方協力本部、竜ケ崎地域事務所より 4名の方にお越 

し頂き、副部長防衛事務官の日野原様に卓話を頂きます。よろしくお願い致 

します。 

・折角の機会ですので、三の丸だよりと私の名刺を皆さんに配布致しまし 

た。今日お越しの皆さんも載っておりますのでご覧ください。 

 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

竜ケ崎ロータリークラブ  週 報



幹事報告 

寺田幹事 

 

 

 

 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

親睦委員会 

滝澤委員長 

 

会長エレクト 

佐伯君 

白戸ガバナーエレクト事務所より 

・会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）のご案内 

・3/6 地区チーム研修セミナー会場変更のお知らせ 

（「ザ・カナルハウス」に変更になります。） 

回覧： 地区大会出欠席表、地区大会ゴルフ大会参加表 

例会変更： 龍ヶ崎中央ＲＣ 2/19（金）→2/20（土）ＩＭへ変更 

 

会員３３名、出席 29名                出席率：87.88％ 

                 先々週の訂正出席率：96.97％ 

欠席： 阿部君、片平君、田坂君、沼野君  

メークアップ：第２分区ＩＭ（倉沢君、岩田君、荒井君、若井君、山崎君、小島（律）君、 

秋田君 ロータリーカップサッカーの部閉会式（糸賀君、佐伯君、 

大竹君、小島(孝)君、片平君、渡利君、杉野君、中嶋君） 

ミニバスの部閉会式（糸賀君、山崎君、小島(孝)君、小島(律)君、 

渡利君、岩田君、佐伯君、杉野君、石嶋君、） 

しもだて紫水ＲＣ（岩田君） 

例会終了後、観桜会の相談をしますので、親睦委員の皆様はお残り下さい。 

 

 

例会終了後、次年度理事会を開催します。次年度理事の方はお残り下さい。 

 

白戸ガバナーエレクト事務所より委嘱状 

             倉沢君                    荒井君 

            ・地区研修委員会委員              ・地区幹事 

            ・ガバナー指名委員 

            ・拡大委員会 

              ・第１分区ＩＭリーダー 

              ・米山記念奨学会担当                 大竹君 

カウンセラー                 ・クラブ奉仕委員会 

            ・副諮問委員                   会員増強委員 

                                                                      

 

            若井君                     菊地君 

            ・第７分区ガバナー補佐             ・米山記念奨学会 

                                                                 米山学友委員長 

 



平和と紛争予防/紛争解決月間に因んで ゲスト卓話 

 自衛隊茨城地方協力本部 副部長 防衛事務官 日野原 実 様 

 

 関東・東北豪雨にかかわる災害派遣について、救助の様子のＤＶＤを 

観た後、具体的な活動内容についてご説明頂きました。日野原副部長 

は、5年前岩手に赴任中、3.11の東日本大震災の救助活動もされたそ 

うです。 

活動期間：Ｈ27/9/10（木）～19（土） 活動場所：常総市、結城市、下妻市 

（1）派遣部隊： 陸上自衛隊○施設学校（勝田） 

            ○第 1施設団（古河） 

            ○自衛隊茨城地方協力本部 

            ・東部方面航空隊（立川） 

            ・第 12 ヘリコプター隊（相馬原、北宇都宮） 

            他 25 個部隊 

        海上自衛隊・第 21航空群（館山） 

             ・第 51航空隊（厚木） 

        航空自衛隊○百里救難隊（百里） 

             ○偵察航空隊（百里）  

             ・浜松救難隊他（浜松） 

（2）活動規模： 人員   延べ約 7.535 名（1日最大約 1.150 名） 

       車両   延べ約 1.795 両（1日最大約 290 台） 

       ボート  延べ約 180 隻（1 日最大約 5 隻） 

       航空機 延べ約 105 機（1 日最大約 32 機） 

       その他 県・市対策本部への連絡員：延べ約 235 名 

（3）救助実績： 航空機による救助  723 名 

ボートによる救助  1.292 名  ＊茨城県は他県よりボートの保有数が多く、その為多数の 

合計        2.015 名    救助が出来たとのこと。 

         

 

第 29回ロータリーカップミニバスケットの部 表彰式 2016/2/14 龍ヶ崎小学校体育館 

 

 

 

 

 

 

存在感のある立派な看板      参加メンバーです       NBA も顔負け？の熱戦 



 

 

 

 

 

 

 

戦い済んで舞台へ Go！      嬉しい優勝旗の授与      有終の美を飾る会長挨拶 

 

成績：優勝 龍ケ崎ミニバスケットボールスポーツ少年団  準優勝 ワイルド キャッツ（牛久） 

 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ １０．０００ 自衛隊茨城地方協力本部様より  

￥ １０,０００ 菊地君 母親の四十九日、納骨がすみ、一段落しました。小島(律)君に大変お世話になりました。 

￥ ５．０００ 糸賀君 日野原副本部長様、本日の卓話よろしくお願い致します。週報に写真が載りました。 

￥ ２，０００ 岩田君 山崎君、秋田君、第２分区ＩＭでお世話になりました。 

￥ ２，０００ 秋田君 第２分区ＩＩＭで山崎さんに御世話になりました。 

￥ ２，０００ 小島(律)君 ＩＭでご一緒させて頂いた皆さん有難うございました。おいしい「うなぎ」ご馳走様でした。 

￥ １，０００ 池田君 週報に写真が載りました。 

￥ １，０００ 工藤君 週報に写真を出して頂きました。 

￥ １，０００ 倉沢君 写真を中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 諸岡君 写真を中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 大貫君 写真を中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 寺田君 先週欠席しました。 

￥ １，０００ 坂本君 先週例会を休みました。 

￥ １，０００ 菊地君 遅刻です。          小計 14件 ￥39,000   累計 329件 ￥1050,000 

 

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/ 
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