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第２７８９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―
招待卓話 川村光男様（龍ヶ崎市副市長・サッカー連盟）

―次回以降のプログラム―
3/7 祝事、会員５分間卓話(中嶋君、寺田君、滝澤君)
3/14 会員５分間卓話（関野君、杉野（訓）君、坂本君）
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 やあと言おうよ 見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おうよ それでこそ ローローロータリー

第 2787 回例会記録（2017 年 2 月 14 日開催）
点鐘・ソング
会長報告

佐伯会長 ・ 我等の生業
・2/7 の理事会で下記の議案が承認されました。

佐伯会長 ①3 月のプログラム
3/7

祝事、会員 5 分間卓話

3/14 会員５分間卓話

3/21 招待卓話「交換留学決定の報告」（関野匠君）
3/28 招待卓話「食の文化」（佐々木俊弥様 スローフード協会杉並代表）
②グローバル補助金の活用によるレントゲン機械の贈呈調印式出席について。
参加者一人当たり５万円をクラブが負担。
③4 月の観桜会の日程について。
当初計画 4/4（火）を 4/8（土）に変更し、日帰り旅行とする。
幹事報告

・ガバナー事務所より

滝澤幹事 「第 1 回日本ＲＹＬＡセミナーにロータリアン参加のお願い」
3/24～26

於：全トヨタ労連研修センター つどいの丘（愛知県）

・回覧： ＩＭ出席調査票、フィリピン出席調査表、仙台東ＲＣ 週報
委員会報告
出席委員会

会員 34 名、出席 29 名

大貫委員長

出席率：85.29％
先々週の訂正出席率：100％

欠席： 糸賀君、荒井君、久保君、坂本君、関野君
メークアップ： 牛久ＲＣ（山崎君）、稲敷ＲＣ（若井君、倉沢君）

２/11 ロータリーカップ（大竹君、中嶋君、渡利君、佐伯君、大貫君、沼野君、荒井君
小島（律）君、諸岡君

2/12 ロータリーカップ（大竹君、中嶋君、荒井君、佐伯君、大貫君、糸賀君、小島（律）君
寺田君）

ＩＭ実行委員会

2 月 19 日に開催されるＩＭについて説明、その後各担当に分かれて打ち合わせを

菊地実行委員長

行う。

スマイルボックス
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♪
伊藤君 ￥２,０００
写真を毛利君から頂きました。
先週週報に写真が載りました。

秋田君 ￥２,０００
ホームクラブ欠席しました。

山崎君 ￥２,０００
週報に写真が載りました。

倉沢君 ￥１,０００
写真を毛利君から頂きました。

片平君 ￥１,０００
写真を毛利君から頂きました。

毛利君 ￥１,０００
ちょっといい事がありました。

関口君 ￥１,０００
早退します。
ご芳志の寄金、
ありがとうございました。

小計
7件
累計 275 件

￥
10,000
￥1,126,525

第 2788 回例会記録（2017 年 2 月 19 日開催）
点鐘・ソング

佐伯会長 ・ 四つのテスト

委員会報告
出席委員会

会員 34 名、出席 31 名

大貫委員長

出席率：91.18％
先々週の訂正出席率：94.12％

欠席： 片平君、杉野（美）君、山崎君
メークアップ： ２/18 ロータリーカップ（大竹君、荒井君、糸賀君、北君、倉沢君、諸岡君
関口君、寺田君、中嶋君、渡利君、大貫君、岩田君、小島（律）君、佐伯君）

インターシティミーティングを開催
２月 19 日、若井毅ガバナー補佐主催の第７分区ＩＭは実行委員会（菊地達之委員長）により完璧に整備され
た「アルシェ」に於いて開催された。ＩＭリーダーには廣瀬昭雄パストガバナーがお務めになり、他クラブからだ
けでも 100 名近くの多くの参加者があった。
来賓の白戸仲久ガバナーからご挨拶をいただいた後に、分区内 7 クラブすべての現状報告を各会長が行
ない、主として国際奉仕、社会奉仕に充分な活動の様子が発表された。当クラブでは佐伯会長がロータリー
カップ、社会奉仕のバザー、この指とまれに参加したことなどについて話をした。
このＩＭでは、第２８２０地区では初めてＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）の内容を取り入れて、この
ところやや沈滞気味と思われるロータリー活動を元気に活性化させようとする若井ガバナー補佐の切なる

願いにより、前橋ＲＣから板垣忍様を講師としてお呼びした勉強会となった。はじめにＲＬＩとは何か、との詳し
い解説があり、続いて行われた模擬 ＲＬＩでは、分区内各７クラブのリーダーの 7 名がパネリストのようになり
前方の壇に上がった。当クラブでは寺田寿夫会長エレクトが代表して参加し、全員板垣ファシリテーターの言
葉と質問に合わせて、討論ではなく気楽な話し合いとして自由に応対の発言をした。ここであらためて各ク
ラブの特徴や長所をはじめ今後努力すべきことが述べられると、フロアの一同はこれを聞いてこのＩＭが目的
としていた元気に目覚める感じがしたことであろう。
廣瀬リーダーからはこの内容を纏めて更なる鼓舞とありがたい総評をいただいた。続いて 5 月 27・２８（土・
日）両日に開催の地区大会のＰＲに来訪された古河中央ＲＣのメンバーとともに白戸ガバナーも登壇、地区大
会への参加を要請をされた。また明年のＩＭは青木清人次期ガバナー補佐（水海道ＲＣ）が担当され、平成 30
年 2 月２４日（土）の開催が予定されているという。
懇親会では、皆様がクラブの垣根を越えての楽しい話し合いの時間となって、抽選会で幸運・強運の 20 名
の方に龍ヶ崎産の最高級のお米が贈られた。そして外は本当の春の到来が近くなってまだ明るいうちに、手
に手つないでの斉唱とともに地区大会での再会を約し、成功したＩＭとなって閉会をした。
ＩＭの移り変わり
古い手続要覧にはガバナーの義務の一つとして、グループ毎に、当時の分区代理が主催して都市連合会 IM （Intercity
Meeting）を開かなければならないことが明記されていた。 この IM はもっぱらフォーラム形式が取られていたため、最初は、
ICGF （Inter-City General Forum）都市連合会フォーラムと呼ばれていたが、後に IGF （Intercity General Forum）と名称が変更
され、殆どは分区単位で行う勉強と親睦を深める会合として定着していた。しかしそれ以降は、IM を実施するか否かはガバナー
の裁量に委ねられることになり、その後の手続要覧には、1995 年版までは、分区代理が IM を主催するという表現が依然として
残されたままであった。 1989 年に、一般的に使われていた IGF の表現が IM に統一されたが、正式呼称は元来 IM であり、IGF
というのは IM の形式を表すものと思われ、現実に IM の名前の下で実質的には IGF が開かれていた。 しかし 1997 年からの DLP
の採用によって、1998 年版手続要覧から都市連合会の記載が消えたことを受けて、IM に関する記載も抹消されて現在に至って
いる。 また IM は（Informed Meeting）情報提供集会の略でもあり、その他（Informal Meeting）非公式会合の意味でも使われる。
いろいろな変遷があったが近隣のクラブが共通のテーマで語り合い、知己の輪を広げる意義は大きく、殆どの IM はフォーラム
と懇親会がセットになっての IGF 形式が第 2820 地区内では定着している。

ロータリーカップを開催 ミニバスケットの部

青少年奉仕委員会

おめでとうございます
ミニバスケットの試合は 12,18 の両日、龍ヶ崎小学校体育館で行われ、熱戦が続いたが成績は下記の通りで
あり、優勝チームには優勝旗、そして優秀 4 チームの選手に金、銀、銅のメダルを首に授与し、盛会裡に終了し
た。この大会の運営については、例年スポーツ少年団の指導者並びに関係各位に大変なご尽力を賜っていて、
衷心からここにお礼を申し述べる。

優勝
龍ヶ崎ミニバスケットボールスポーツ少年団
準優勝 布川フレンズミニバスケットスポーツ少年団
第３位 河内町ミニバスケットボールクラブ
第４位 松葉ミニバスケットボールクラブ

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 龍ヶ崎市横町 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

