
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 

 

 

―本日のプログラム― 於：松泉閣   

 招待卓話 茨城県知事 大井川 和彦 様 

 

―次週以降のプログラム― 於：松泉閣  

7/27 11：00～クラブ協議会 12：30～前執行部慰労会 

8/3  祝事、会員卓話 会員増強委員会 山崎 委員長 

8/10  招待卓話 地区クラブ奉仕委員会 星野 幸子 会員増強委員長(水戸西 RC)  

8/17  休会 

8/24  招待卓話 竜ヶ崎青年会議所 雑賀 理事長 石井 専務 

8/31   会員卓話 菊地 達之 君 

                                                       

 

 

点鐘・ソング 諸岡会長 ・ 四つのテスト 

ゲスト 根本 清美 第 7 分区ガバナー補佐（牛久 RC） 

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 

・根本ガバナー補佐、本日はお越し頂きありがとうございます。 

・昨日から東京は緊急事態宣言が出され、龍ケ崎市でも度々防災無線が流れ、このよう

な状況下に多くの皆様に例会に参加頂き、感謝申し上げます。 

・理事会報告 7/6(火)に開催された理事会にて下記の議題が承認されました。 

 ①8 月のプログラム 

8/3  祝事、会員卓話 会員増強委員会 山崎 委員長 

8/10  招待卓話 地区クラブ奉仕委員会 星野 幸子 会員増強委員長(水戸西 RC) 

8/17  休会 （定款第 7 条第 1節(ｄ)により） 

8/24  招待卓話 青年会議所 雑賀 理事長 

8/31   会員卓話 菊地 達之 君 

 ②9/12（日）海岸美化プロジェクトにバスを手配する。 

 

・回覧：9/12 海岸清掃出欠調査・会員名簿 

 

 

・会員数 3６名、出席数 24 名、出席率 66.67％    

・欠席：    坂本君、関野君、杉野(美)君、阿部君、秋田君、沼野君、小林君 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区  2021～22年度 2021年 7月 20日発行 

第 2969回例会 

 

 

 

 

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 
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沼崎委員 

 

 

 

 

小島(律)君、嶋田君、滝澤君、佐伯君、荒井君 

・メークアップ： クラブ奉仕研究会（諸岡君、伊東君、工藤君、島倉君） 

         取手 RC（山崎君）、 

＊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。 

ガバナー補佐就任挨拶 

根本  清美 2021-22 年度第 7 分区ガバナー補佐（牛久 RC） 

私は牛久ＲＣのチャーターメンバーでもありますが、竜ヶ崎ＲＣ 

は私どもの親クラブであり、今から 35 年前、牛久ＲＣが出来る時 

に、当時の特別代表だった木村一郎氏をはじめ、皆様には大変お世 

話になりました。 

 また、6月までは牛久 RC から池田ガバナーが出ており、竜ヶ崎 

RC の皆様には大変お世話になりました。有難うございます。この度 

ガバナー補佐として頑張って参りますので宜しくお願い致します。 

 昨日、牛久 RC はガバナー公式訪問が終わりました。現在、新井ガバナーは海岸美化プロジェクト

を頑張っておられます。海岸清掃は池田パストガバナーが発案し、新井ガバナーが世界に広げました。

日本を含め 22 カ国のロータリークラブが 9 月 12 日に海外清掃をします。公式訪問でも、この話が

メインでした。 

 実は、先月までは地区大会実行委員長でした。池田年度の地区大会でも、竜ヶ崎 RC の皆様にお手

伝いを頂き、誠に有難うございました。 

 これらのこともあって、竜ヶ崎 RC に来ると一番心の休まるところです。私はロータリー大好き人

間ですが、やはり楽しくなければロータリーじゃないと思っています。これからは 1 年間ガバナー補

佐として頑張って参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

  

委員長就任挨拶① 

会員組織委員会 工藤 克昌 委員長  委員：山崎恭弘、大貫由美子 、阿部孝義 

 私はまだロータリー歴も浅く、まだロータリーについての十分な 

理解もない中で、こんな大役を頂いて心配ですが、諸岡会長の方針 

に基づき、会員増強委員会、職業分類・会員選考委員会、ロータリ 

ー情報委員会と協力し、1 年間頑張って参りますのでよろしくお願 

い致します。 

 

 

会員増強委員会 山崎 恭弘 委員長  委員：大貫由美子、小林仁 

我がクラブからはガバナーを 2 人出しております。本当は会員の 

増加を図りたいところですが、コロナ禍の収まらない現在、会員増強 

は困難かなと思います。従って、純増は 2名、現会員の退会防止。 

この 2 つを目標として、会長・幹事・各委員会と協力して、魅力あ 

るクラブ作りに努めたいと思います。ご協力をよろしくお願い致し 

ます。 



職業分類・会員選考委員会 大貫 由美子 委員長  委員：小島律子、関野康子 

会員増強委員会、ロータリー情報委員会と協働し、新規会員増強 

に繋げたいと思います。会員選考は、出来るだけ若く長く継続して 

活躍できる人材を、会員選考基準に照らして獲得できるよう心がけ 

たいと思います。また女性会員の増強も併せて行って参ります。 

また、会員増強の際には、当クラブの未充填の職業分類について、 

クラブ会員の事業または専門職務がバランスのとれた職業分類とな 

るような会員増強を目指します。 

 

クラブ運営委員会 小島 孝行 委員長  委員：関口秀樹、秋田光祥、糸賀祥治、西村英明 、 

海老原次男 

  5 つの委員会を代表しておりますので、これらの委員会を代表し 

て発言することが多くなると思います。ですので、各委員会と協力 

して連絡を密にとり、会長・幹事とも協力しながら頑張っていきた 

いと思っておりますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

例会運営委員会 関口 秀樹 委員長  委員：荒井宏、杉野美左子 

 司会なら慣れているだろうと拝命されましたが、何分不慣れなと 

ころが沢山ございます。また例会の準備についても、今日も早めに 

来たつもりでしたが、着いた時にはもう準備は整っておりました。 

私も勉強のため、もっと早く来て例会準備をしたいと思っています。 

なるべく例会の司会は自分がやっていきたいと思いますが、どうし 

てもダメな時は、委員の荒井君は杉野(美)君にお願いしますので、 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

プログラム委員会 糸賀 祥治 委員長  委員：岩田邦夫、菊地達之 

 今年度のプログラムは年間 46 回を予定しております。この委員 

会は会員卓話、招待卓話等、皆様のご協力を頂かないと成り立ちま 

せん。早速来週のプログラムでは大井川知事にいらして頂くこと 

になっております。 

また 8 月のプログラムは、先ほど諸岡会長から報告があったよう 

に青年会議所の雑賀理事長、石井専務の 2名がいらっしゃいます。 

会員増強月間でもありますので、地区より会員増強委員長にお越し 

頂いて会員増強について卓話をして頂きます。この状況下で会員増強は難しいかと思いますが、2 週

にわたり会員増強についてのプログラムを組んでいます。山崎会員増強委員長にも卓話をお願いして

おりますので、どうぞ宜しくお願いします。 

 9 月には健康を維持しながら例会に参加して頂けるように、市役所に健康づくり推進部があります

ので、卓話をお願いしています。 

 公式訪問前には、根本ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会もございます。その際の例会での卓

話を今お願いして了承を頂きました。 

 毎月、強化月間のテーマがございますので、それに因んだ卓話のプログラムを組んでいます。また



ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

 

こういう人がいるという情報がありましたら、是非ご紹介下さい。様々な分野の方からお話をして頂

きたいと思っております。どうぞ皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

親睦活動委員会 西村 秀明 委員長  委員：毛利昭男、池田八郎、阿部孝義、坂本守、沼野晃広 

                      小島律子、滝澤健一 

 こうして皆様にお集まり頂いて、様々な情報を交換できるように、 

また健康で一年間を過ごせるように、そしてまた色々な親睦を通し 

忌憚ないご意見を頂きながら前に進みたいと思っております。 

 先ほど根本ガバナー補佐よりありました「楽しくなければロータ 

リーじゃない」という言葉を胸に楽しく親睦活動が出来るよう努め 

て参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

根本ガバナー補佐（牛久 RC） 

      これから 1 年ガバナー補佐としてよろしくお 

願い申し上げます。 

山崎君   週報に写真が載りました。誕生日祝いを頂きま

した。根本ガバナー補佐を歓迎して‼ 

￥5,000 

諸岡君   根本ガバナー補佐をお迎え致しまして。 

伊東君   島倉君に大変お世話になりました。次回も宜し

くお願い致します。 

大貫君   根本ガバナー補佐を歓迎致しまして。 

倉沢君   竜ケ崎 JC 創立 50周年に行きました処に、驚く

ことに最年長でした。 

 

￥2,000 

杉野(訓)君 連日、大谷選手の神がかりの活躍を新聞で見ない

日はありません。こちらも励みになります。やは

り報道はネットではなく新聞記事が見やすいで

すね。これが本当のカミ対応でしょうか。 

￥1,000 

末益さん  根本ガバナー補佐、ようこそ。息子の会社が職場 

接種をしてくれるので、明日ワクチンを打ちに行

きます。 

 

 

小計      8 件  ￥  43,000 

累計     37 件  ￥ 219,000 

http://ryugasaki-rc.org/

