
 

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１０月２５日発行               第２７７３回例会 

 

 

 

 

 

―本日のプログラム― 

 5分間卓話 大貫君、片平君、関口君、諸岡君 

 

―次回以降のプログラム― 

1１/1    祝事、卓話・米山記念奨学会 菊地委員長 

11/8    ロータリー財団月間に因んで 出前卓話 

11/15    5分間卓話 山崎君、渡利君、若井君、毛利君 

11/22  クラブ創立記念日についての卓話 

11/29  5分間卓話 沼野君、中嶋君、寺田君、滝澤君 

 

 

   

第 2772回例会記録（2016年 10月 18日開催） 
 

 

点鐘・ソング 佐伯会長 ・ それでこそロータリー 

会長報告 

佐伯会長 

 

 

 

 

 

幹事報告 

滝澤幹事 

 

 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

大貫委員長 

 

 

・去る 10/16（日）「ふれあい広場」でのバザーには多くの方が参加して頂きあり

がとうございました。 

・たつのこ杯柔道大会 10/23（日）9：00～ 参加される方は地区大会時のブレ

ザーを着用して下さい。ご協力よろしくお願い致します。 

・新会員のオリエンテーションを 10/20に行います。できれば 10/25（火）の例会

で入会式を行うよう進めております。 

  

・例会変更： 牛久ＲＣ10/31（月）定款第 6 条第 1 節により休会 

・ガバナー事務所より：  

①国際奉仕セミナー開催の案内  

12/4（日）9：30～受付開始   於： つくば市ホテルグランド東雲 

②社会奉仕・Ｒ財団合同研修セミナー開催の案内  

12/10（土）9：30～受付開始  於： 筑西市ダイヤモンドホール 

 

 

会員 32 名、出席 28名                   出席率：87.5％ 

              先々週の訂正出席率：100％ 

欠席： 阿部君、工藤君、滝澤君、寺田君、関口君 

メークアップ： 牛久ＲＣ（山崎君、若井君、沼野君）  

  

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 
 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会 

菊地委員長 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会 

大竹委員長 

 

 

 

社会奉仕委員会 

小島（孝）委員長 

 

 

 

 

 

プログラム委員会 

中嶋委員長 

ふれあい広場（阿部君、荒井君、池田君、岩田君、石嶋君、糸賀君、

大貫君、大竹君、小野瀬君、片平君、工藤君、北君、倉沢君、坂本

君、小島（律）君、小島（孝）君、佐伯君、杉野君、関野君、滝澤君、

寺田君、中嶋君、沼野君、毛利君、諸岡君、山崎君）26 名 

水海道ＲＣ公式訪問（若井君、糸賀君） 

 

今月は米山月間の為皆様より特別寄付を預かっており 

ます。まだ集めておりますのでよろしくお願い致します。 

また 10月だけではなく 1年間いつでも集めております。 

是非寄付できる方がいらっしゃいましたらどうぞよろし 

くお願い致します。 

 

たつのこ杯柔道大会が 10/23（日）9時よりたつのこアリ 

ーナで開催されます。参加者はメイクアップになります。 

地区大会時のブレザー着用でご協力よろしくお願い致し 

ます。また本日 7 時より委員会を開催致します。 

 

ふれあい広場のバザーでは大変お世話になりありがと 

うございました。売上金￥38,400 はボランティア連絡協 

議会に寄付して参りました。お昼頃には販売が全て終了 

しましたが、その売上金を渡すには 14時半まで待たな 

ければなりませんでしたので、来年以降はそのことも考 

慮してもらいたいと思っております。 

 

プログラムの変更をお願い致します。 

11/1（火）の例会で予定していました 5分間卓話（山崎君、 

渡利君、若井君、毛利君）は 11/15（火）の例会に延期し、 

11/1（火）は米山記念奨学会 菊地委員長の卓話に変更 

致します。また 5分間卓話の順序は会員名簿ではなく 

現況報告書の中の名簿の後ろの順番から始めることに致しますのでご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 クラブフォーラム（社会奉仕委員会）                   社会奉仕委員長 小島 孝行 君 

              

 ロータリークラブの発祥は 4人で情報交換をしようと始まりました。 

親睦、今でいうとクラブ奉仕が誕生したことになります。そして仕事上 

で困ったことがあれば助け合うことになり、ロータリアンとしてどう行 

動するかということから職業奉仕に繋がって参りました。これらは自分 



達がよければよいという考え方で会員以外からなかなか受け入れられない形です。 

 そこで周りから認知されるよう、それぞれの地域の為になることをしよう、今でいう奉仕活動をしよう 

と社会奉仕の考え方が出来ました。国際奉仕というのは戦争をなくし平和な世界をつくりたいとの考え

方から国際親善・世界平和への為に誕生しました。ですから我々は「自分達だけがよければよい」との考

えのみをもつのではなく、地域の為に何かよいことをやろうではないかと考えて、それが社会奉仕なの

だと理解すればよいと思います。最初はシカゴの町に公衆トイレを作ったことでした。従って国際ロータ

リーや地区から指示されたことをやるというのではなく、それぞれのクラブ・地域の現状に合う方法で

活動すればよいと思います。 

 今は青少年奉仕委員会というのもあり、それを含めて 5 大奉仕と呼んでおります。しかし元々青少年

奉仕はなくて社会奉仕や国際奉仕の中で青少年にも奉仕してもよいという位置でしたから、一昔前は

四大奉仕しかなかったという経緯がありました。ですからロータリーカップも以前は社会奉仕と青少年

奉仕で協力して行っておりましたが、段々と青少年奉仕が独自でやるようになってきました。 

 他にも以前は社会奉仕で花の苗を配る活動もしておりましたが今はバザーが中心になっており、撞舞、

更生保護婦人会、いのちの電話等への寄付等が社会奉仕委員会の主だった活動になっています。 

 この後、社会奉仕委員会の他の委員より意見を伺います。 

 

 

社会奉仕委員 渡利君 

 社会奉仕に於いて難しい点は、地域の為に何かサービスをしたもののメンテナンスを考えないと古く

なって使えなくなることがあります。例えば時計台とかベンチ等がありました。なくなるものならまだい

いですが、馴馬十字路の立て看板のように陽に当たって字が読めなくなったのは直しました。それから

文化会館にある石のモニュメントにはロータリーマークの歯車の数が違っています。それを直す為に昨

年度石屋と交渉してその継続を現委員長にお願いしてあります。そういうことも考えて色々なものを寄

付するようにしないと後々大変だと承知しておかなければならないと思います。 

 

 

社会奉仕委員 小野瀬君 

 先程渡利君から話のあった記念碑は以前研修所のところにあったのですが、目立たないので私が会

長の時に今のところに移動しました。あそこは花を植えたりしていますけど、周りに草が生えてしまうの

で、近くを通った時などにちょっと草むしりをしてもらえたらと思います。 

 

 

佐伯会長 

 私がロータリーに入会してからずっとバザーを継続してきていますが、このままでよいのかというの

は私にはちょっと分からないので、この先節目になりましたら他の方法でもふれあい広場に参加する方

法もあるのではないかと思っています。今の活動プラスアルファで何か少し拡大したものをやって、より

よく地域に奉仕していく形が必要なのではないかと思います。 

 

 

 



 

四つのテスト "The Four-Way Test" 

言行はこれに照らしてから "Of the things we think, say or do" 

1. 真実かどうか "Is it the TRUTH?"  

2. みんなに公平か "Is it FAIR to all concerned?"  

3. 好意と友情を深めるか "Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?"  

4. みんなのためになるかどうか "Will it be BENEFICIAL to all concerned?" 

標語 

1.「超我の奉仕」"Service Above Self"  

2.「最も良く奉仕する者、最も多く報いられる。」"One profits most who serves best" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに糸賀副ＳＡＡ（電話090-1619-2899）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・佐伯優 ☆幹事・滝澤健一 ☆ＳＡＡ・毛利昭男 
☆ 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 

スマイルボックス 

若井君 ￥5,000 小島（孝）君、糸

賀君にお世話になりました。 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

小計    7件   ￥ 18,000 
累計    131件   ￥708,525   

秋田君 ￥3,000 妻と「ブラ散歩」

丸の内に行きました。 

生きているだけでも幸せ♪ その上にうれしいことがあったなら、 
スマイルボックスへどうぞよろしく♪ 

小野瀬君 ￥3,000 講談師の一龍

齋貞鏡さんのお話し、楽しかったで

す。 

小島（孝）君 ￥3,000 10/16 ふれ

あい広場のバザーでお世話になり

ました。ご協力ありがとうございま

した。 

沼野君 ￥2,000 仕事でしばらく

お休みします。稼いできます。 

山崎君 ￥1,000 週報に写真が載

りました。 

寺田君 ￥1,000 先週、欠席しまし

た。 

http://ryugasaki-rc.org/

