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第２７４４回例会
ＲＩ第 2820 地区

第 7 分区

竜ケ崎ロータリークラブ

週

報

―本日のプログラム―
5 分間卓話

―次回以降のプログラム―
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
本日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
おいと呼ぼうよ

やあと言おうよ
遠い時には

それでこそ
求むるところは

見つけた時にゃ

手を振り合おうよ

ローローロータリー

やわらぎむつみ

力むるところは

向上 奉仕
第 2743 回例会記録（2016
年 3 月おゝロータリアン
1 日開催）我等の集い

点鐘・ソング
会長報告

糸賀会長 ・ 君が代、我等の生業
・臨時理事会報告

糸賀会長 ①4/6（水）観桜会・職場訪問は実施されますが、移動例会にという案は、
地区大会が近い為、不可能と判断しました。
②3/1（火）のプログラムを「地区大会に向けて」に変更するよう承認さ
れました。
・白戸ガバナーエレクト年度行事予定
3/6（日）地区研修セミナー（ＤＴＴＳ）
3/19（日）クラブ会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）
4/9（土）地区研修・協議会（ＤＴＡ）
・竜ケ崎ＲＣ細則の改正案の審議について
「第 9 条 委員会」→クラブ広報委員会を常設委員会に加える
・「いのちの電話」より 30 周年を記念して感謝状を頂きました。
・例会終了後、理事会を開催致します。

幹事報告

ガバナー事務所より

寺田幹事 ①３月のロータリーレート 1 ドル＝116 円
②地区大会におけるクラブ会報（3 月分）の展示について
白戸ガバナーエレクト事務所より 地区研修・協議会のご案内
回覧： 白戸ガバナーエレクト年度行事予定、バギオだより、財団Ｎｅｗｓ、
観桜会ご案内、ゆめあかり
委員会報告
出席

会員３３名、出席 31 名

小島（孝）委員

出席率：93.94％
先々週の訂正出席率：93.94％

欠席： 秋田君、工藤君
メークアップ：第 8 分区ＩＭ（渡利君、杉野君、岩田君、荒井君、倉沢君、若井君）
2015 学年度米山記念奨学生期間終了式（倉沢君、菊地君）

本日より、観桜会の参加出欠の回覧をしており
親睦委員会

ます。4/6（水）ですので、例会の翌日になります

滝澤委員長 が、是非奮ってご参加下さい。インド大使館に行
く行程になっておりますが、大使館に入るには、
大変セキュリティが厳しく、参加者のお名前を、
あらかじめ先方に提出する必要があります。今日と来週で参加、不参加の
出欠を取りますので、ご協力の程をよろしくお願い致します。
委嘱状
菊地達之君
2016-17 年度 第 2820 地区

米山記念奨学会・学友会委員長

地区大会に向けて
地区大会 若井実行委員長
先週に引き続き、実行委員会の経過報告をさせて頂きます。まず、
ジャケットの集金をしておりますので、まだの方はお早目にお願い致し
ます。ジャケットについては、よく目立ちますし、大変評判がよいです。
また、地区大会の下見に 3/11（金）1 時に、ノバホールの会場見学を
致します。大変参考になりますので、参加頂きたいと思います。ただ、
照明を点けると使用料がかかる為、懐中電灯持参でお願いします。
また、お陰様で先週の鹿島を最後にＩＭ先での地区大会のＰＲ活動は終わりました。皆様、お疲れ様
でした。地区大会のプロモーションビデオは、各クラブへ見てもらえるようメールで配信致しました。

第 3 部会 菊地委員長
第 3 部会担当の方々を念のため発表致します。中嶋君、小野瀬君、
毛利君、杉野君、工藤君、沼野君、滝澤君、田坂君、諸岡君です。
仕事内容は、細かい事柄が多い為、今現在はガバナー事務所で
進めております。第 3 部会としては、昼食、晩餐会、2 日目の懇親会の
担当になっており、全部ホテルオークラで行うので、ノバホールから
オークラまでの誘導をしなければなりません。1 日目の昼食は、12 時
頃からになりますが、人数は 200 名ぐらいです。その中で、来賓の方と、6 つの委員会開催の方々は
その広い昼食会場をパーティションで区切りますから、その席への誘導と、6 時からの晩餐会の案内
もして頂きます。2 日目の記念講演終了後、1 時半からは懇親会があります。やはり、その誘導等も必
要になりますので、ご理解しておいて頂けますようお願い致します。
駐車場に関しては、明日、つくば市役所に行き、正式な打ち合わせをしてきますが、つくば市役所
の駐車場を 2 カ所お借りして、500 台入る予定です。そこに警備員に 1 人立ってもらい、クラブから
は関口君に何かあった時の連絡係として担当して頂きます。特に朝と夕方になりますので、空いた
時間は引き上げてきて頂いてよいと思います。2 日目は更に大変だと思いますが、会場近くに車を
停めたいという方は、ノバホールやオークラの近くの駐車場に、各自有料で利用してもらうことに
なります。もし聞かれたら、そのようにお答え下さい。大型バスで来られるのは 13 クラブあり、バス
の駐車場は国際会議場、南駐車場を借りています。片平君に担当をお願い致します。また、常陽銀行
の駐車場にも 2 台分確保してあります。小型バスも 13 台の予定ですが、これは市役所に停めてもら
うつもりでおります。
エクスカーションについては、沼野君と田坂君が担当です。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。人数は日本人の方が 10 名ぐらいですが、
タイとフィリピンの方が何人になるかはまだ確認中です。よろしくお願い致します。
第２部会 小島（孝）委員長
今日、6 時半からガバナー事務所で第 2 部会の会議を行います。
メンバーは石嶋君、北君、糸賀君、寺田君、小島（律）君、関口君、久保君
山崎君、片平君です。第 2 部会は、会場設営、司会進行、会場案内、記念
講演、控室の接待、展示物の管理、友愛コーナー、救護班です。友愛コー
ナーでは、お茶、水、缶コーヒー等です。会場設営については、東京企画
でほとんどやって頂けます。司会も、東京企画からセミプロのような方
に来て頂けますので、一緒にやって頂きます。また、受付から会場までの誘導の為、案内係が必要に
なります。記念講演の舞台作成も東京企画がある程度作ってくれることになりますので、その手伝
いをすることになります。活動状況展示は、各クラブの週報を展示しますので、展示作業と場所の
管理が必要になります。救護については、何かあった場合の救急車の手配、当番等決めておかなけ
ればなりません。友愛コーナーは足りているか定期的な確認作業があります。司会については、改
めて日を決めて東京企画と打ち合わせをしなければならないと思います。

3 月のお誕生日

おめでとうございます。

３月５日生 杉野訓男君
３月６日生 関口英樹君

ニコニコ

ＢＯＸ

￥１０．０００ 池田君

ご芳志の寄金、ありがとうございました。

写真を糸賀会長と中嶋君から頂きました。ロータリークラブに入会し 35 年が経ちました。先日の
真壁ロータリークラブでは、糸賀会長、山崎君、沼野君、滝澤君に世話になりました。

￥ ３．０００ 寺田君

先週欠席して毛利副幹事にお世話になりました。

￥ ３．０００ 倉沢君

ロータリーの友の「ガバナーのページ」に載り、また写真を頂きありがとうございました。

￥ ３．０００ 坂本君

結婚記念日祝いを頂きありがとうございました。

￥ ３，０００ 岩田君

結婚記念日祝い頂きありがとうございました。

￥ ３，０００ 渡利君

結婚記念日祝いを自宅にお届け下さる由、ありがとうございます。

￥ ２，０００ 杉野君

誕生日祝いを頂きました。2/27 のＩＭでは、岩田君、渡利君に大変お世話になりました。

￥ ２，０００ 小島（律）君

主人の誕生日祝いを頂きました。週報に写真が載りました。

￥ ２，０００ 関口君

写真を中嶋君、諸岡君から頂きました。

￥ ２，０００ 田坂君

色々欠席してご迷惑おかけしました。

￥ ２，０００ 山崎君

週報に写真が載りました。

￥ １．０００ 大貫君

週報に写真が載りました。

￥ １，０００ 小島（孝）君

週報に写真が載りました。

￥ １，０００ 北君

週報に写真が載りました。

￥ １，０００ 大竹君

写真を諸岡君から頂きました。早退します。

￥ １，０００ 荒井君

早退します。

小計 16 件 ￥40,000

累計 365 件 ￥1,126,000

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

☆ 例会日：火曜日・12：30～13：30
☆ スポンサークラブ：土浦ロータリークラブ

電話 0297-62-2112
URL:

☆

http://ryugasaki-rc.org/

姉妹クラブ：仙台東ロータリークラブ

