
本日のロータリーソング 

   「四つのテスト」  

1.真実かどうか  

2.みんなに公平か  

3.好意と友情を深めるか  

4.みんなのために なるかどうか 

 

―本日のプログラム― 於：松泉閣   

 各委員長就任挨拶① 

 

―次週以降のプログラム― 於：松泉閣  

7/20 招待卓話 茨城県知事 大井川 和彦 様 

7/27 11：00～クラブ協議会 12：30～前執行部慰労会 

                                                       

 

 

点鐘・ソング 諸岡会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

ゲスト アンドリュー君（米山奨学生） 

会長報告 

諸岡会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

伊東幹事 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

秋田委員長 

 

 

 

・7/1(木)に市役所にて「次亜鉛酸水交換装置」を 

前年度に市へ贈呈したことへの感謝状を頂きました。 

・理事会報告：先週の理事会で下記の議案について 

承認されました。 

①次年度出席の取り扱いについて  

昨年度通り欠席した会員は欠席扱いにしない。 

 ②年間出席実質 100％者への対応 

   今年度は実質 100％の方には記念品を贈る。 

・例会終了後理事会を開催致します。 

 

・7 月のロータリーレート 1ドル＝111 円 

・前期会費 115,000 円を今月より集金致します。 

・現況報告書の原稿をまだ未提出の委員長さんは提出をしてください。 

・回覧：9/12(日)海岸清掃出欠表、会員名簿 

 

 

・会員数 3６名、出席数 31 名、出席率 86.11％    

・欠席：    坂本君、関野君、杉野(美)君、北原君、佐伯君 

・メークアップ： 龍ケ崎中央 RC（山崎君）、水海道 RC（山崎君、沼野君） 

＊前年度に引き続き、今年度もコロナ感染症予防の為に例会を欠席する場合は、その 

会員を欠席扱いとしないと致します。尚メ－クアップはこれまで通り受け付けます。 
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竜ヶ崎ロータリークラブ 

◆創立 1959年 11 月 25 日 

◆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 

Ｗｅｅｋｌｙ 

Ｒｅｐｏｒ



 

 

滝澤直前会長 

 

 

広報委員会 

池田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 

島倉委員長 

＊出席 100％の表彰：実際に無欠席の方のみ表彰することと致します。 

 

・本日 2020-21年度の決算書（案）について理事会を開催致しますので、前年度理

事の方はお残り下さい。 

 

・ロータリーの友 7月号の紹介 

 横組：P7  2021-22 年度 RI会長メッセージ 

 縦組：P16 友愛の広場 鹿沼 RC 1989-90年度ガバナー 石原敬士氏（クレー射

撃の元日本王者/茨城県と栃木県が同じ地区だった頃のガ

バナー）が聖火ランナーになった記事 

・毎月の「ロータリーの友」の紹介を委員会で 4ヶ月ごとに交代ですることに致しまし

た。 

7～10 月 池田委員長 ・ 11 月～２月 渡利委員 ・ 3 月～6月 海老原委員 

 

・夏の交通安全キャンペーンについて 

 7/20(火)15：45～ 於：サプラ 参加は 2 名限定 … 諸岡会長、嶋田君に決定 

 宜しくお願い致します。 

 

役員就任挨拶 

諸岡  佳子 会長 

コロナのパンデミックの中ではありますが 2021-22 年度が 

スタート致しました。折しも昨日オリンピックの聖火リレーが 

龍ケ崎市のたつのこ山から城之内小学校までの 2.4ｋｍを走り 

切ったようです。このような状況の中、リモートで世界への繋がり 

が可能になりました。これまではロータリーの会議も会場へ出向 

いて出席となりましたが、今はリモートで繋がることが現実になり、 

国際協議会もリモートで開催されました。 

2021-22 年度ＲＩ会長のテーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

2021-22 年度 第 2820 地区スローガン「地球の未来を想い地域社会に貢献しましょう」です。

私達はこれらのテーマを踏まえた上で、如何に困難な時期であっても、日本のロータリー史は 100 年

を超え、竜ヶ崎 RC の歴史も 60 年を超え、そういった先人達の想いを根や幹にし、精神を受け継ぎ

高校生や大学生のような若い世代にも広げていきたいと思います。若い頃に経験した奉仕の精神は一

生の心の底に刻まれると思っておりますので、そこを目指していきたいと思います。 

会員増強は今年度 2 名を目標に致します。龍が立ち昇るという想いで 1 年間頑張っていきたいと思

いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

伊東 寂円 幹事 

 さきほど諸岡前年度幹事よりタスキを受け継ぎ、改めて身の 

引き締まる思いです。1年間、至らぬ点も多いかと思いますが、 



何とか務めていきたいと思いますので、気付いた点は是非お声をかけて頂きたいと思います。 

頑張っていきますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

小島 律子 SAA 

コロナの収束がまだ見えない中ではありますが、副 SAA の嶋田 

君にご協力を頂きながら、スムーズな例会運営と親睦を図れる 

ようなお席づくりをしていきたいと思っております。 

 またニコニコ BOXの目標額は昨年度を超えるよう頑張ってお声 

かけを致しますので、どうぞご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020-21年度 RIテーマ幕              タスキ交換  

 滝澤前年度会長へ贈呈               諸岡前年度幹事から伊東幹事へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンドリュー君へ奨学金授与             大貫前年度カウンセラーへ御礼 

 

 



ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

 

◇ 阿部 孝義 君より ◇ 

亡父の葬儀の折は、皆様にご会葬頂き、 

誠に有難うございました。 

 

  

 

 

 

     

・１４日： 中嶋義雄君  ・１９日：  菊地達之君   

・２６日： 山崎恭弘君  ・２７日： 大竹雅夫君    

・２９日： 寺田寿夫君  ・３０日：  伊東寂円君 

    ・３１日： 杉野美左子君 

 

 

 

 

 

通常例会を欠席される方は当日午前 10 時までに嶋田副ＳＡＡ（電話 090-4741-4839）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  

 URL: http://ryugasaki-rc.org/ 
☆例会日：火曜日・12：30～13：30      ☆会長・諸岡佳子  ☆幹事・伊東寂円  ☆ＳＡＡ・小島律子 
☆例会場：松泉閣   〒301-0012 龍ヶ崎市上町 4675      電話 0297-62-0154 

￥10,000 

諸岡君   1 年間よろしくお願い致します。 

秋田君   会長・幹事・SAA・副 SAA 1 年間頑張って。 

池田君   諸岡年度の門出を祝して。 

菊地君   誕生日祝いを頂きました。竜ヶ崎 RC 初めての

女性会長、又役員の皆様 1 年間宜しくお願い

します。 

倉沢君   新役員様へ“with コロナ”での RC 活動はどう

あるべきか英知を出して下さい。期待していま

す。 

小林君   週報に写真が載りました。新役員の皆様 1 年

間宜しくお願いします。 

毛利君   フレッシュ内閣の誕生おめでとう～。 

頑張って～。 

渡利君   ロータリーの新年を祝って。 

山崎君   新年度、諸岡会長、伊東幹事、1 年間宜しくお

願い致します。 

 

￥5,000 

伊東君   誕生日祝いを頂きました。結婚記念日祝いを頂

きました。前回欠席しました。 

      至らぬ点多々あるかと思いますが宜しくお願

い致します。島倉君にお世話になります。 

小島(律)君 諸岡年度を祝して。 

阿部君   諸岡年度を祝して。頑張れ。 

荒井君   諸岡年度のスタートを祝し。 

石嶋君   竜ヶ崎初の女性会長頑張って。 

￥5,000 

糸賀君   諸岡年度のスタートを祝します。 

岩田君   諸岡年度を祝して。 

小島(孝)君 新年度スタートを祝し。 

島倉君   諸岡新会長と竜ヶ崎RCの益々の発展を祈念して。 

滝澤君   諸岡年度の門出を祝して。 

寺田君   諸岡年度を祝して。 

中嶋君   新年度、明けましておめでとうございます。 

沼野君   諸岡会長・伊東幹事・小島 SAA 1 年間頑張って

下さい。 

西村君   前役員の皆様お疲れ様でした。諸岡会長・伊東幹

事・小島 SAA の皆様 1 年間宜しくお願いします。 

￥3,000 

海老原君  諸岡年度のスタートを祝して。 

大竹君   誕生日祝いを頂きました。 

大貫君   前回滝澤年度の例会を欠席致しました。大変ご苦 

労様でした。 

沼崎君   祝諸岡年度。 

￥2,000 

杉野(訓)君 諸岡丸の舟出をお祝いします。私も新年度に向け

てニコニコの新しいネタを考えて協力します。 

今日は意気込みだけでした。 

末益さん  諸岡年度の船出を祝して。 

 

小計     29 件  ￥ 176,000 

累計     29 件  ￥ 176,000 

7月のお誕生日、おめでとうございます 

http://ryugasaki-rc.org/

