
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 

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３月１日発行                 第２７４３回例会 

 

―本日のプログラム― 

3/1祝事 地区大会に向けて 若井実行委員長 

 

―次回以降のプログラム― 

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 休会（ｸﾗﾌﾞ定款第 6条第 1節により） 

3/29 地区大会に向けて 若井実行委員長 

 

    

 

 

 

第 2742 回例会記録（2016年 2月 23日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ 四つのテスト 

会長報告 

糸賀会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・3/1のプログラムを「地区大会に向けて」へ変更致します。 

・20 日の第 7 分区ＩＭでは多数出席を頂きましてお疲れ様でした。また、2

次会にも大勢参加頂きありがとうございました。 

・21 日の第 5分区ＩＭのキャラバンに沼野君の運転で行って参りました。あり 

がとうございます。 

・27 日の第 8分区ＩＭのキャラバンにも多数出席頂いているかと思います。 

最終のキャラバンですのでよろしくお願い致します。 

・佐伯会長エレクトより、3月の例会から My Rotary、クラブセントラルの内容 

が分かるよう動画を流しておくと提案がありました。よろしくお願い致しま 

す。 

・例会終了後臨時理事会を開催致します。 

 

 

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 

毛利副幹事 

 

委員会報告 

出席 

小島（孝）委員 

 

 

 

 

 

 

親睦委員会 

滝澤委員長 

 

 

 

地区大会ゴルフ大会 

石嶋実行委員 

 

 

 

 

佐伯会長エレクト 

回覧： 水戸ＲＣ，水戸西ＲＣ，水戸東ＲＣ週報、地区大会ゴルフ大会参加表 

観桜会案、 龍ヶ崎市ボランテイア協会 研修会のお知らせ   

 

 

会員３３名、出席 2６名                出席率：78.79％ 

                 先々週の訂正出席率：100％ 

欠席： 池田君、工藤君、倉沢君、田坂君、寺田君、関口君、片平君  

メークアップ：第 7 分区ＩＭ（秋田君、阿部君、荒井君、小島（孝）君、小島（律）君、北君 

池田君、岩田君、石嶋君、糸賀君、大竹君、小野瀬君、大貫君、菊地君、倉沢君 

坂本君、佐伯君、関口君、関野君、滝澤君、寺田君、中嶋君、沼野君、毛利君 

若井君、山崎君、渡利君) 第 5 分区ＩＭ（池田君、山崎君、糸賀君、滝澤君、 

沼野君、倉沢君、荒井君） 

 

本日、観桜会案を回覧させて頂きます。親睦委員会と職業奉仕委員会の合

同で 4/6（水）に企画しております。本日の理事会で承認されましたらまた

ご報告致します。地区大会に向けて更に親睦を深めたいと思いますので是

非ともご参加下さい。 

 

地区大会記念ゴルフ大会は 4/25（月）に龍ヶ崎カントリークラブで 160名の

貸し切りで行うことが決まっております。人数が少ないと大変困りますの

で、ＲＢ会の方はほぼ強制でご参加頂けますようお願いします。ＲＢ会に入っ

ていない方も是非ご参加下さい。 

 

2/16 に次年度理事会を開催し、次年度の各委員会の委員長が下記のとお

り決定致しました。 

委員会 委員長 委員会 委員長 
会員組織 寺田 寿夫 奉仕プロジェクト 糸賀 祥治 
  
  
  
  
  

会員増強 荒井 宏   
  

職業奉仕 渡利 千里 
職業分類 
会員選考 

沼野 晃弘 
  

社会奉仕 小島 孝行 
国際奉仕 山崎 恭弘 

ﾛｰﾀﾘｰ情報 杉野 訓男 青少年奉仕 大竹 雅夫 

ｸﾗﾌﾞ運営 阿部 孝義 ロータリー財団 秋田 光祥 
  
  
  
  
  
  
  

例会運営 諸岡 佳子 米山記念奨学会 菊地 達之 

出 席 大貫 由美子   

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 中嶋 義雄 

親睦活動 工藤 克昌 

ｸﾗﾌﾞ会報 関野 康子     

広報･雑誌 岩田 邦夫 

なお、ＣＬＰの導入により、常設委員会が 5 から 6 に代わります。これについて細則

を変えなければならず、クラブ細則第 12 条により例会によって承認とありますの

で、次回の例会に常設委員会を新たな設置をご承認頂きたくお願い致します。 



地区大会に向けて 

地区大会 若井実行委員長 

 皆様、ＩＭでのＰＲ活動にご協力頂きありがとうございます。お陰様で 

あと一つを残すだけになりました。あとは、ガバナーを出したクラブ 

へは、私達実行委員で回ることになっております。（笠間、つくば学園、 

水海道、土浦南、日立、水戸東、しもだて紫水、水戸南、水戸、土浦、 

古河東） また、31秒の地区大会のＰＲ動画を、各クラブへメールで 

送ります。大会当日も、別の活動したイベント等の放映を考えています。 

第 3 部会 菊地委員長 

 駐車場については、ガバナー事務所で今、交通手段のアンケートを 

取ってもらっております。一般駐車場は市役所の駐車場を借りており、 

バスは国際会議場の南に 13 台、常陽銀行に 2 台、確保してあります。 

大型バスは 13 台申し込みがある為ほぼ一杯で、小型バスも 13 台申し 

込みがありますが、これは市役所にお願いします。この担当は、申し訳 

ないのですが、若い関口君と片平君にお願いしてあります。この 2 人に 

市役所とノバホールに分かれて頂き、警備員にも、その 2 カ所の整理をしてもらいます。 

 土曜日の晩餐会が始まる前には、海外留学を支援したソプラノ歌手の越野さんに 15分ぐらい歌

を唄って頂く予定です。私達が全員そこへ入るかどうか決まっていませんので、別の部屋で食事を

してもらうことになるかもしれません。会議の会場のノバホールから晩餐会への会場案内は皆さん

にお願いすることになると思います。また、土曜日の昼食はホテルオークラで食べます。大体210名

ぐらいで、我々の食事時間は一緒にとれませんから、それは当日割り振り致します。また食事は、大

きい部屋ですが、来賓の方や、その時間に委員会が 5つか 6つ同時にあり、パーティションを使いま

すので、それらの案内もお願い致します。 

 16,17 日は、ノバホールの前にテントを張り、一つは受付、他に龍ヶ崎の郷土の物の販売をしてもら

います。 

1 日目にはエクスカッションといって、他地区からいらしたガバナーの奥様や海外から来られるお

客様を近くに案内致します。担当は沼野君と田坂君です。牛久大仏とＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機

構）に昼食後出発し、晩餐会前に帰って来て頂きます。 

 2日目の記念講演が終わった後、大懇親会があります。立食で大体600～800名ぐらいです。我々

は、お客様を接待する側になりますので、全員でもってのご協力をお願い致します。 

 

第２部会 小島（孝）委員長 

 時間がありませんので、ご案内のみになりますが、3/1（火）6 時３０分 

よりガバナー事務所において、第 2 部会の実行委員会を開催しますの 

で、次の方はご参加をお願い致します。（石嶋君、北君、糸賀君、寺田君、 

関口君、小島（律）君、久保君、山崎君、片平君） 

 1 日目の表彰のアシスタント、友愛コーナーの管理等細かい仕事があ 



ります。また、皆さんはあのブルーのジャケットを着ていると、必ず色々聞かれますから、時間、場所

等、皆さんに把握しておいて頂きたいと思います。多分、帰りの駐車場のことも聞かれると思います

が、帰りはまとめて送ります。途中、途中では送りません。途中で帰られる方は最初から有料駐車場

に停めて下さいという方針ですので、よく心得ておいて頂きたいと思います。 

 

第 1 部会 岩田委員長 

 2/16（火）の第 1 部会の会議の報告を致します。受付は、6 ヶ所で行い 

ます。①総合案内（岩田君、菊地君）②来賓（大竹君）③招待者（渡利君、 

山崎君、ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所の池田さん、牛久ＲＣの池田正純君） ④パストガバ 

ナー、総括地区委員、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐等（阿部君、杉野君） 注：これらの方には 

当日の資料を各クラブの会長にまとめて渡してあるので、そちらから貰 

うよう伝える。 ⑤各クラブ（熊田さん、末益さん） 

当日ガバナー総会があり、受付したものをガバナーに渡さなければなりませんが、これは大貫君

にお願い致します。 

・表彰、贈呈準備（坂本君、石嶋君） 

ガバナーから渡される品物をプログラムに沿って、順番通りに並べる準備です。 

・表彰を受ける方は、向かって左側の席に座ります。その案内（糸賀君、寺田君） 

・ソングリーダーは田坂君がエクスカッションに行ってしまう為、取手ＲＣの岡本静子君にお願い致し

ました。 

 

第 7 分区ＩＭ ２月 20日（土） 於：牛久市「甲子亭」 

糸賀会長挨拶 

2016年－20017年度第７分区ＩＭホストクラブを代表致しまして、ご挨拶を申し上げます。 

次年度第７分区ＩＭにつきましては、地区大会終了後、第７分区ＩＭ実行委員会を組織し、クラブ会員

全員で分区内会員の親睦と友情を深め、又ロータリーへの認識が向上される様な実のあるＩＭが開催出

来るように全力で取り組みたいと思いますので、多数のご参加をお願い申し上げます。 

この場をお借りしまして次年度第７分区ガバナー補佐、ガバナー補佐幹事をご紹介させて頂きますので、

呼ばれた方は前の方に起こし下さい。 

はじめに２０１６年２０１７年度第７分区ガバナー補佐    若井 毅  君 

                   ガバナー補佐幹事  小島 孝行 君 

                   ガバナー補佐幹事  岩田 邦夫 君 

                   ガバナー補佐会計  杉野 訓男 君 

                   ガバナー補佐幹事  糸賀 祥治 です。 

以上、５名で役割を分担し、務めて参りますので宜しくお願い致します。 

これをもって次年度第７分区ＩＭホストクラブのご挨拶と致します。ありがとうございました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

牛久 RC 池田正純 IM 実行委員長の挨拶       当クラブメンバー含めた会場の模様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村康博ガバナー補佐による来賓紹介       糸賀会長による奉仕実績の発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブの参加者の凛々しい笑顔       やっと出番、地区大会への猛アピール！ 

 

3 月のお祝い 皆様おめでとうございます。  

お誕生日       ５日 杉野訓男君   ６日 関口英樹君 

奥様・ご主人誕生日  ７日 秋田玲子さん  １１日 小島潤さん  ２７日 阿部美恵子さん 

結婚記念日      ６日 坂本守君と文子さん  ８日 荒井宏君と康子さん 

          １７日 渡利千里君と信子さん ２９日 大貫由美子君と優さん 

          ３０日 岩田邦夫君と節子さん 

 



 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ ５．０００ 糸賀君 第５分区ＩＭキャラバンで沼野さんの車に乗せて頂きました。山崎君、池田君、滝澤君に 

お世話になりました。  

￥ ３,０００ 小島（孝）君 糸賀会長、中嶋君より写真を頂き、先々週は出席率 100％です。有難うございました。 

￥ ２．０００ 滝澤君 写真を糸賀会長と中嶋君から頂きました。又、先週の日曜日に真壁地区のＩＭに参加し、沼野君の

運転で楽でした。 

￥ ２．０００ 坂本君 写真を糸賀会長から頂きました。又、20日の 2 次会で帰りに他の人の紙袋を持ってきてしまいま

した。申し訳ないです。テーブルの上にあります。 

￥ ２．０００ 山崎君 写真を糸賀会長と中嶋君より頂きました。 

￥ ２．０００ 佐伯君 写真を糸賀会長と中嶋君より頂きました。 

￥ ２，０００ 岩田君 糸賀会長、中嶋君より写真を頂きました。 

￥ ２，０００ 菊地君 写真を糸賀会長、中嶋君より頂きました。 

￥ ２，０００ 荒井君 写真を糸賀会長、中嶋君より頂きました。 

￥ ２，０００ 小野瀬君 写真を糸賀会長、中嶋君より頂きました。 

￥ ２，０００ 毛利君 写真を中嶋君から頂きました。 

￥ ２，０００ 石嶋君 写真を中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 沼野君 写真を糸賀会長、中嶋君から頂きました。 

￥ １．０００ 若井君 写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ １，０００ 秋田君 写真を中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 関野君 写真を中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 北君  写真を糸賀会長と中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 阿部君 写真を糸賀会長と中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 大貫君 写真を糸賀会長と中嶋君から頂きました。 

￥ １，０００ 小島（律）君 写真を糸賀会長と中嶋君から頂きました。 

          小計 20 件 ￥36,000   累計 349件 ￥1086,000 

 

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 

http://ryugasaki-rc.org/

