
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 

平和親睦 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５月１０日発行                 第２７５１回例会 

 

―本日のプログラム― 

祝事、地区研修・協議会報告 その 2 

 

―次回以降のプログラム― 

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） 

 

 

 

 

 

 

第 2750回例会記録（2016年 4月 26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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・4/25（月）地区大会記念ゴルフ大会は天候にも恵まれ、倉沢ガバナー年

度最後の行事を池田大会委員長、石嶋競技委員長指導の下、クラブ会員

の皆様に多数ご出席頂き、滞りなく開催出来ました事に感謝を申し上げ

ます。ご苦労様でした。 

・4/22（金）倉沢ガバナー、荒井地区幹事、若井地区大会実行委員長、そ

して私の 4名で、ＲＩ会長代理小沢一彦様にお礼と記念品をお届けに経営

される鎌倉パークホテルに行って参りました。昼食をご一緒させて頂き、

改めて小沢氏の経歴と偉大な実績に感銘を受けました。 

・臨時理事会にて以下の議案が承認されました。 

①熊本地震災害舞いについて熊本南ＲＣへ 30万円の送金をする。 

②地区大会特別記念講演者 立川らく朝様のＣＤ10枚 15,000円と本 10

冊 15,000の購入をしました。希望者には販売致します。 

③末益事務局の香典について 

 

 

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 

工藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

倉沢ガバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝澤幹事エレクト 

 

 

ガバナー事務所より 

①5月のロータリーレート 1 ドル＝110円 

②熊本地震被害義援金のお願い 1会員あたり 1000円 

回覧： 財団寄付一覧表、アンコールワット会報 

 

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： 阿部君、杉野君、寺田君、関口君、荒井君 

メークアップ：地区大会記念ゴルフ大会（秋田君、荒井君、池田君、岩田君、石嶋君、 

糸賀君、大竹君、小野瀬君、菊地君、工藤君、片平君、北君、倉沢君、 

小島（孝）君、小島（律）君、佐伯君、杉野君、滝澤君、寺田君、中嶋君、 

沼野君、毛利君、山崎君、若井君、渡利君、大貫君、諸岡君） 

米山記念奨学生及びクラブカウンセラーの為のオリエンテーション     

（倉沢君、菊地君、工藤君） 

  

 昨日の地区大会記念ゴルフ大会におきまして 

は、皆様の御参加を頂きありがとうございました。 

昨日をもちまして 2015-16 年度当地区の全ての 

行事が終了致しました。思い起こせば、地区チー 

ム研修セミナー、会長エレクト研修セミナー、地区 

研修・協議会、公式訪問、地区大会、それぞれ皆様には大変お世話になり御

礼の言葉をどう表現してよいかわかりません。33名の竜ケ崎ＲＣのような

クラブが単独でホストクラブを務めたことはほとんどないのではないでし

ょうか。我がクラブの団結力は凄かったとつくづく感じております。残す仕

事としましては、常総市豪雨災害見舞いの報告、5/11 に開催される諮問委

員会がございます。これには荒井幹事、横山会計長が今一生懸命取り纏め

ており、地区大会の報告は岩田事務所長と東京企画で打ち合わせておりま

す。韓国の世界大会は沼野国際奉仕委員長が参加費を徴収中です。「終わ

り良ければ総て良し」最後のお願いをどうかよろしくお願い申し上げます。 

 

 先週、会員満足度アンケートを実施致しましたが、33 名中 25名の方のア

ンケートを回収致しました。先週欠席された方には挙手して下さい。アンケ

ートをお渡し致しますので、回収率 100％を目指したいと思います。ご協力

のほど、よろしくお願い致します。 

 

地区研修・協議会報告 

佐伯会長エレクト 

4/16 古河市中央運動公園 総合体育館において、地区研修・協議会が開催され、クラブから沼野君、岩



田君、渡利君、小島（孝）君、大竹君、荒井君、大貫君、菊地君、滝澤君、倉沢君、 

阿部君、若井君、私の 13名が参加し、次年度の活動について勉強してきまし 

た。 

 地区研修・協議会は 10時からスタートし、本会議と分科会が行われました。 

本会議では、ＲＩテーマと次年度地区方針の発表（白戸ガバナーエレクト）・ 

危機管理について（長谷川危機管理委員長）・ＤＬＰとＣＬＰの相乗効果発展を 

目指して（藤井研修リーダー） の話がありました。 

分科会は第 1 グループから第 10グループに分かれて行われ、私は第 1グループの次年度会長・ガバ

ナー補佐会議に参加しました。内容は 2016-17年度の地区予算案の審議で、その説明があり討議してき

ました。また、各クラブともＲＩ会長賞へチャレンジするように「第 1分区ＲＩ会長賞チャレンジチェックシート」

により、資格を満たす必須項目の説明を受けました。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

滝澤幹事エレクト 

次年度の幹事心得ということで研修を受けて参りました。パストガバナーよりロータリーとは何かとい

う問いかけがあり、他クラブの次年度幹事が「奉仕団体です」と答えておりましたが、どういう奉仕団体

なのか？ライオンズとロータリーの違いについて、例えば煙草のポイ捨てがあったら拾うのがライオン

ズクラブ、ポイ捨てをする原因を失くすことがロータリークラブの役目である。両者にはそういう違い

があるとのことで、なるほどと思いました。 

今年のガバナー公式訪問は 7月 19日（火）で最初に受けることになりますので準備をしていかなけれ

ばならないと思っております。入会 3年未満の方は協議会に参加するようお声かけをして下さいと依頼

されました。 

手続き要覧は 3 年に 1 回見直しがあり今年がそれに当たります。英語で発行される為、その訳に時間

がかかるので来年翻訳したものが皆様に配布されると思います。 

財団補助金申請については、地区の全クラブが申請し全てが承認されました。前年は＄900がクラブ

へ補助されています。今年も「竜ケ崎ロータリーカップ」というプロジェクト名で申請を行いました。2017

年 2 月に予定しておりますので、皆様ご協力よろしくお願い致します。 

 

沼野国際奉仕委員長 

国際奉仕委員会の報告を致します。本来は山崎次年度委員長が出席するはずでしたが、所用の為、私

が代理で参加して参りました。 



1.次年度の活動目標 

国際交流共同委員会の役割には、地区のそれぞれのクラブとロータリアンが海外ロータリークラ

ブ及びロータリアンと交流する事を奨励し援助する事、また各クラブが実施する国際プログラムが

円滑に推進できる様にサポートする事等が含まれます。 

この役割がよりよく果たせる様に、ロータリークラブとロータリアンの希望や疑問点などの情報を

集め、国際交流の機会が増える情報を提供出来る様にし、国際交流を始める際には必要な情報を

提供し、サポートする事を活動目標とします。 

2.国際奉仕委員会の組織 

  総括委員長  瀬戸隆海  

◎ 世界社会奉仕委員会 大藤博文 委員長 

石井康弘 委員  小野瀬勝義 委員  石 平光 委員  久保谷充 委員 

◎ 国際交流共同委員会 鶴田一郎 委員長  

仲田喜重 委員  大津正夫 委員 

      ・国際交流奨学金担当 柴山博光 委員 

      ・日 タイ 担当   石川啓司 委員  染谷 勇 委員 

      ・日 比  担当   池田正純 委員  小倉重則 委員 

3.今までの活動報告 

 ①常総豪雨に係る海外よりの援助金申し出について 

   友好地区から  タイ、フィリピンより支援の依頼 

   その他海外から アメリカのクラブ 

 ②グローバル補助金パートナークラブへの協力 

 ③国際奉仕活動に関するアンケート 

 

岩田広報・雑誌委員長 

 私は大竹君、阿部君と 3名で広報・雑誌委員会（クラブ奉仕Ⅱ）に参加して参りました。委員長は昨年に

引き続き水戸東ＲＣの永井さんで、まず皆様にロータリーを知って下さいとの話がありました。「ロータリ

ーの友」を読めば日本のこと、世界のことを知ることができます。地区を知る為には「ガバナー月信」、

クラブを知る為には「会報」をよく読んで下さい。私はロータリーに入会してから全ての会報を保存して

あります。そういう風にまずロータリーを自分が知らなければ公共的イメージの向上に参加出来ないの

ではないかと思います。今まで広報・雑誌委員会はクラブ奉仕委員会の一部でしたが、今年度から委員

会として独立致します。これはロータリーのメンバーが減少している現在、公共的イメージを上げる為に

単独で事業を展開していかなければならないからです。白戸ガバナーエレクトは次年度、ロータリーのメ

ンバーの一人一人が輝くような活動をして下さいと仰っています。もし「ロータリーとは何か」と聞かれ

た場合には、どんな人々がどんな活動をしているのか皆様自身が認識して活動して頂きたいと思いま

す。 

手続要覧についてですが何故3年に 1回新しくなるかというと、今年度ＲＩで規定審議会をされており、

これで決定されたことが手続要覧に載ってきます。新しく変更された内容については、6 月の情報集会

で次年度の役員に説明しますのでよろしくお願い致します。 



4/19例会プログラム クラブ会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）報告 追記 

佐伯会長エレクト 

2016-17 年度ロータリー目標 

 1. クラブのサポートと強化 

2. 人道的奉仕の重点化と増加 

 3. 公共イメージと認知度の向上 

   ①ロータリーに対する人々の認識を高める 

   ②ロータリーの功績と、「世界でよいこと」をしてきた財団 100年の歴史について広報する 

 

白戸ガバナーエレクトは、このテーマを受けて、次年度の地区スローガンとして「ロータリーに魅力を・

一人一人が輝きを！」を掲げられました。ロータリアン各人が開いてとの約束事を、そして一人では生き

ていけない社会のルールを守り、世間から見て、ロータリアンは素晴らしい評価を頂けるものになること

の思いからです。 

 

地区目標 

ＲＩ会長賞へのチャレンジ 

財団への支援と協力 150 ドル（130 ドル年次寄付・20 ドルポリオ） 

会員増強と会員維持率の向上 純増 3％ 

青少年奉仕の支援 インターアクト/ローアクト/ライラ/青少年交換 

財団 100周年を記念する国際大会への参加 

米山記念奨学金への支援 1 人 25,000円以上 

アトランタ国際大会参加 30人 

 

なお、当クラブの公式訪問は 7月 19日の予定です。 

地区大会は 2017 年 5月 27 日・28日（つくば市ノバホール）の予定です。 

  

 

４月２５日に行われた倉沢ガバナー年度の最後のビッグイベント 

地区大会記念ゴルフ大会の模様 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪華な案内の看板           プレーヤーは緊張、受付担当はリラックス?! 



 

 

 

 

 

 

 

 

豪華賞品を手に 3 ショット             皆さん、お疲れ様でした 

 

5月のお祝い 皆様おめでとうございます。  

お誕生日      11日 小野瀬昇君             18日 倉沢修市君 

奥様・ご主人誕生日  14日 坂本文子さん           18日 片平陽子さん   

結婚記念日      1日 石嶋晴夫君と貞子さん    3 日 菊地達之さんと規子さん 

          12 日 諸岡佳子君と賢三さん   23 日 北良彦君と公子さん 

          24日 池田八郎君と登志子さん  28日 杉野訓男君と三千代さん 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 
￥１０，０００ 倉沢君  地区行事で「ホストクラブ」全部終わりました。 

￥ ６．０００ 池田君  遅刻しました。昨日の地区ゴルフ大会では石嶋君はじめ、皆様の協力で無事成功裏に終了しました。

￥ ３．０００ 石嶋君  会員の皆様の御協力で地区ゴルフ大会無事終わりました。 

￥ ２，０００ 若井君  地区ゴルフ大会で二度目のブービー賞を頂きました。なかなかブービーから抜けだせませんね。 

￥ ２．０００ 糸賀君  週報に写真が載りました。 

￥ ２，０００ 毛利君  週報に写真が載りました。 

￥ ２，０００ 佐伯君  週報に写真が載りました。 

￥ ２，０００ 工藤君  地区大会の写真を頂きました。出席率 100％になりました。ありがとうございます。 

￥ １，０００ 北 君  地区ゴルフ大会受付後、渡利君に車で送って頂きありがとうございます。 

￥ １，０００ 大貫君  写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ １，０００ 関野君  早退します。 

￥ １，０００ 大竹君  早退します。 

      小計 12 件 ￥33,000   累計 454件 ￥1,348,000 

 

 

 

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/

