
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  

２０１６年４月１９日発行                 第２７４９回例会 

 

―本日のプログラム― 

会長エレクト研修セミナー報告  佐伯会長エレクト 

 

―次回以降のプログラム― 

4/26 地区研修・協議会報告 その 1 

5/3 祝日休会 

5/10 祝事、地区研修・協議会報告 その 2 

    

 

 

 

 

第 2748回例会記録（2016年 4月 12日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ それでこそロータリー 

ゲスト リュウ・カヒン君（米山奨学生） 

会長報告 

糸賀会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 理事会報告 5月の例会プログラム 

5/3  祝日休会      

5/10 祝事、地区研修・協議会報告 その 2 

5/17 青少年奉仕委員会 田坂委員長 

5/24 親睦活動月間に因んで 滝澤委員長 

5/31 休会（クラブ定款第 6 条第 1 節により） 

2. 4/6（水）親睦委員会と職業奉仕委員会、合同家族観桜会が実施されまし

た。晴天と満開の桜に恵まれ、また多数の参加者があり素晴らしい 1日を満

喫させて頂きました。皆様には大変お世話になりありがとうございました。 

3. 4/9（土）の地区研修・協議会には、佐伯会長エレクト、滝澤次年度幹事をは

じめ出席頂きました各委員長、地区役員の皆様、遠いところご苦労様でし

た。 

4. 今週末の地区大会を迎えるにあたり、無事成功出来ます様、会員一丸とな
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幹事報告 

寺田幹事 

 

 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

工藤委員長 

 

 

 

 

親睦委員会 

小島（律）委員 

り本番に向けての準備や打ち合わせを密にしていきましょう。 

5. 4/25（月）に地区大会記念ゴルフ大会がございます。出席可能な方はお手

伝いをお願い致します。 

  

ガバナーエレクト事務所より    

地区研修・協議会の資料 地区大会の日程訂正 （正）5/27（土）・5/28（日） 

例会変更：牛久ＲＣより  4/25（月）→4/28（木）札幌で例会 親睦旅行の為 

回覧：地区大会の細部の連絡 

   第 7 分区親善ゴルフ大会ご案内 

   地区大会記念ゴルフ大会協議要項と組み合わせ  

 

会員 33名、出席 28名                  出席率：84.85％ 

                 先々週の訂正出席率：100％ 

欠席： 荒井君、大竹君、小島（孝）君、滝澤君、沼野君 

メークアップ：  地区研修・協議会（佐伯君、滝澤君、阿部君、岩田君、大竹君、大貫君、 

渡利君、倉沢君、荒井君、菊地君、小島（孝）君、沼野君） 

牛久ＲＣ（小島（律）君、山崎君） 水戸東ＲＣ（小島（孝）君） 

 

滝澤委員長が欠席の為、代理で観桜会の報告を致します。観桜会に参加出来な

かった方々に、お土産を買って参りましたのでどうぞお持ち帰り下さい。 

 

地区大会に向けて 

 地区大会 若井実行委員長 

 いよいよ地区大会がこの週末に行われます。準備の 15日（金）は乗り 

合わせで行きますから市役所に 11時半集合です。お弁当を用意してあり 

ますので、参加して頂ける方どうぞよろしくお願い致します。また、できれ 

ばで結構ですので、奥様の中で参加できる方がいらっしゃいましたらどう 

ぞご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

 

第 1 部会 岩田委員長 

 宿泊される方に今日書類を配布しました。宿泊するホテルにこれを出し 

て下さい。荷物はホテルに預けてよいですが、チェックアウト後は自己管理 

でお願いします。 

16 日の茨城新聞に 1 頁で広告が入ります。これには、各分区の事業内容、 

ポリオのこと、2820地区のクラブ名と会長、幹事の名前を載せるようにな 

っておりますので、当日ホールに置いておきますからどうぞお持ち下さい。 

16日はそれほど参加者は来ませんので、第 1部会のメンバーのほとんどは、受付を担当して頂きます。



ただ関野君は午後から指導者研修セミナーの司会がありますから午前中で上がって下さい。大貫君は

受付をして頂いて、諸岡君とトランシーバーで遅れてこられた来賓者の報告をお願いします。 

もう一度受付の確認をしますが、来賓は市長と県知事ですので、大竹君にお願いしてあります。招待

者は、渡利君、佐伯君、大貫君でお願いします。大体、来賓や招待者は晩餐会からいらっしゃる方が多い

ですから、晩餐会の受付で対応したいと思います。第 3 受付のパストガバナー、ガバナー補佐、総括委員

長、地区委員の受付は、阿部君、杉野君、ガバナー事務所の久保田さん、池田さんです。各クラブの受付

は秋田君、末益さん、ガバナー事務所の熊田さんでお願いします。この受付では、プログラムを会長か幹

事に各クラブの人数分を渡して下さい。食券を渡すのは会長、幹事のみですので、一般の会員には渡さ

ないで下さい。受付開始は 9時半ですが 9時には受付にいるようにして下さい。ノバホールは 8時から

入れるようにこれから交渉します。 

まだはっきりしていない事については、今日の実行委員会で決まる予定です。 

 

第 3 部会 菊地委員長 

第 3 部会の主な仕事は、1 日目の昼食、晩餐会、2日目の懇親会の会場 

の案内になります。1 日目の午前中の部が終わるのが、大体 12 時で昼食に 

なりますから会場の案内をお願いします。来賓の方には「友愛の間」という 

休憩の場所を 2 階に作ってありますので、もし休憩をと言われたらそちら 

へ案内して下さい。晩餐会のテーブルは 28卓あります。座席表を第 3 部 

会の皆様にお渡ししますから、会場に立って頂いて席の案内をして下さい。 

2 日目の懇親会の会場内の案内は要りませんが、1日目と同様ノバホールからホテルオークラへの誘

導をお願いするようになります。 

駐車場に関してですが、自家用車はつくば市役所に停め、小型マイクロバスもノバホールで会員を降

ろした後、つくば市役所に停めて頂きます。大型バスもやはり会員を会場に降ろした後、国際会議場近く

の南第 3 駐車場に停めて頂きます。これらは各クラブへも連絡をしてあります。市役所の駐車場は会場

から遠くて我々は応援に行けないのですが、警備員 3 名と関口君の 4名で整理して頂きます。ノバホー

ルでのシャトルバスの担当は片平君ですが、ノバホール側では出迎えるようになるので、できれば何人

か立って頂くようお願いするつもりでおります。特に、毛利君と小野瀬君はクラブの中でも長老ですの

で、受付の横のところに立って頂いて、歓迎のスマイルを振りまいて頂けるとよいと思います。 

細かい事柄については、当日のバスの中でお話ししようと思います。よろしくお願い致します。 

 

 

            

             ＊劉
りゅう

 珂彬
か ひ ん

君（茨城大学） 

今年も引き続き竜ケ崎クラブの米山奨学生です。  

 

 

 



 

2016-17 年度ＲＩ会長 

チャタヌーガＲＣ（米国テネシー州） 

ジョン・ジャーム氏 

 

 

 

2016-17 年度 ＲＩテーマ 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ ５，０００ 若井君  楽しみにしていました観桜会欠席してしまいました。土産を頂きました。地区大会間近です。よろしく 

お願いします。 

￥ ５．０００ 倉沢君  正に花吹雪の観桜会に行ってきました。 

￥ ５．０００ 小野瀬君 天気にも恵まれ東京での花見最高でした。 

￥ ５，０００ 秋田君  観桜会、楽しい時間でした。地区協、大貫君に御世話になりました。 

￥ ３．０００ 糸賀君  観桜会でお世話になりました。 

￥ ３，０００ 寺田君  観桜会大変お世話になりました。 

￥ ３，０００ 渡利君  親睦旅行で滝澤委員長はじめ皆様にお世話になりありがとうございました。 

￥ ３，０００ 北 君  ロータリーの親睦旅行、楽しい一日を過ごしました。又皆様に大変お世話になり有難うございました。 

￥ ３，０００ 田坂君  結婚記念日にステキな花かごが届きました。ありがとうございました。また観桜会のお土産を頂き、     

参加できなかったのに恐れ入ります。 

￥ ３，０００ 山崎君  観桜会本当に楽しかったです。滝澤君、秋田君には大変お世話になり有難うございました。 

￥ ２，０００  阿部君  すばらしい観桜会でした。週報に写真がのりました。 

￥ ２，０００ 小島（律）君 観桜会お疲れ様でした。皆様と楽しいお花見ができて、とても嬉しかったです。 

￥ １，０００ 工藤君  先々週の出席率 100％ありがとうございました。 

￥ １，０００  関野君  お土産ありがとうございます。  

￥ １，０００ 池田君  早退です。 

          小計 15 件 ￥45,000   累計 417 件 ￥1,248,000 

 

 

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/

