
 

―本日のプログラム― 於：松泉閣   

祝事、招待卓話 根本清美ガバナー補佐（牛久 RC） 

 

―次週以降のプログラム― 於：松泉閣  

10/12 ガバナー公式訪問 

10/19 会員卓話 経済と地域社会の発展月間に因み 

10/26  招待卓話 地区財団委員会 平島隆之 地区補助金担当委員（土浦 RC） 

                                                       

 

 

点鐘・ソング 諸岡会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

会長報告 

諸岡会長 

 

 

 

幹事報告 

小林副幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

秋田委員長 

 

 

・コロナ禍の中、これだけの会員の皆様にご参会頂きありがとうございます。 

・本日、龍ヶ崎市厚生保護女性会よりボールペン等を頂きましたので配布致しました。 

・龍ケ崎市ボランティア連絡協議会より「ふれあい広場」が中止になったとの連絡が

ありました。 

 

・回覧：会員名簿の最終確認 

・例会変更：牛久 RC 8/9(月)・8/16(月)休会 

・守谷 RCより： 事務所変更のお知らせ 

  新事務所 守谷市ひがし野 1-29-3 橋本歯科医院内 

       TEL 0297-46-0118 FAX 0297-46-1820 

・ガバナー事務所より：新型コロナウィルスへの対応 

 1. 8/1以降各委員会による研究会等には ZOOM 参加による選択肢を与える。 

 2. 8/1以降の各種会合において、原則として会場への参加者は 2回目のワクチン

接種が完了した方に限定。 

 3. 未接種の方は ZOOM での参加となることを案内に明記。 

 

 

・会員数 3６名、出席数 27名、出席率 75.00％    

・欠席：    坂本君、関野君、杉野(美)君、荒井君、北原君、沼野君、阿部君、 

嶋田君、佐伯君 

・メークアップ：龍ケ崎中央 RC（池田君）、牛久 RC（沼野君） 
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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

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 



 

 

 

クラブ広報委員会 

池田委員長 

＊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。 

 

ロータリーの友 8月号の紹介 

横型の記事は日本のロータリー100周年の記事が載っています。 

縦型には、NHK で今放映されている、渋沢栄一氏が紹介されています。 

 

 

・皆出席者表彰： 40 年 池田八郎君  

 

 

 

会員卓話 山崎 恭弘 会員増強委員長 

 6/20(日)会員基盤向上セミナー 於：ダイヤモンドホール（下館）報告 

  

地区クラブ奉仕委員会 大髙司郎総括委員長より話がありま 

したが、やはり会員増強はクラブ奉仕強化の根幹であり、会長 

幹事の責務であるということを最初に言われました。 

 

 会員増強については、今年度の RI 会長の方針が 120 万人か 

ら 130 万人に会員を増やそうということで、会員一人が一人を 

勧誘しようという大きなスローガンがあるそうです。これを元 

に地区では会員数を各ロータリークラブ純増 2名という目標が出ています。これには、2011 年に第

2820 地区では会員数が 2,022 名いたのですが、2020 年度末には 1,881 人まで減ってしまってい

るため、これを 2,000名までに戻したいというのがガバナーの意向であり、地区内には現在 55クラ

ブがありますので、各クラブが純増 2 名に達すれば 2,000 名に戻すことが出来るのではないかとい

うことです。 

 

 具体的には女性会員の比率を上げることを目標に掲げられています。現在、女性の比率は 10％ほど

だそうですが、これを 2023～24 年には 15％までに上げることが目標になります。しかし、当クラ

ブでは、現在女性比率が 13.8％ですので、何とかなるのではないかと思います。 

 

 また、マイロータリーの登録は 65％を目標にしたいそうです。当クラブは 47％ですので、もう少

し頑張って欲しいということになります。 

 

 もう一つは、ロータリー賞です。全クラブがロータリー賞を取ることが目標です。これは 25 個あ

る目標のうち、13個を達成すればもらえます。 

 



  ロータリー財団からの話もありました。地区の目標は例年通り、一人当たり 150 ドル（内ポリオ

20 ドル）です。 

  

 ◇会員増強について 

  会員増強は、会員増強委員会だけの責任ではなく、会員全員で頑張ってもらいたいと思います。 

  当クラブは会員増強目標 2 名となっておりますが、このコロナ禍という環境の悪い中ですから、 

純増の他に、現在の会員の退会防止も努力しなければならないと思います。 

  セミナーで聞いた話では、例えば、毎年会員増強を 1 名、2 名にしているクラブには、やはり人

が集まらないとか、会員増強の委員長が何となく声かけをしているというような、活動がマンネリ

化している形が多いので、これを打破してもらいたいそうです。 

  これらについては、今後、地区より会員増強について出前卓話をして頂く予定になっております

ので、具体的にお話をして頂けると思います。 

 

  私は昨年度第 7 分区のガバナー補佐を務めさせて頂きましたので、毎月のように他クラブを訪問

し、色々勉強させて頂きました。 

 

  この会員増強については、各クラブの会員構成をよく見てみますと、我が竜ヶ崎 RC は 2020 年

7 月現在の時点で、会員数 37 名・平均年齢 65歳でした。水海道 RCは 51 名・平均年齢 60歳。

牛久 RC は 38 名・平均年齢 60 歳。取手 RC も平均年齢が 61 歳。分区内で、竜ヶ崎 RC が一番

歳を取っています。 

 

  では中身をみると、70 歳以上が竜ヶ崎 RCは 18 名。80 歳以上が 5 名おります。それが他のク

ラブではどうかというと、水海道 RC では会員 51 名のうち、70 歳以上が 12 名。23％になりま

す。牛久 RC はどうかというと、38 名のうち、70 歳以上が 11 名で 28％。取手 RC も 19 名の

うち、70歳以上が 11名。ここはちょっと会員数も少なく仕方ないかとも思いますが、やはり大き

なクラブは 70 歳以上の比率が、水海道 RC では 23％、牛久 RC は 28％、竜ヶ崎 RC は 48％に

なってしまいます。随分比率が当クラブは高いなと感じます。 

 

  水海道 RC も牛久 RC も竜ヶ崎 RC もガバナーが出ております。特に、竜ヶ崎からは 2 名のガバ

ナーを出しています。このような伝統のあるクラブで、これは行く先少し不安だなと思います。こ

れには、相当、皆様のご協力を頂いて、若い会員を入会できないといけないと思っています。 

 

  ただ、心配していても、これから具体的にどうすればよいかというと、私も対策がわかりません。 

これから色々考え、皆様にご協力頂きたいと思います。 

 まずは、皆様から、お一人ずつ推薦を頂きたいと思います。とにかく、このクラブは歳を取りす

ぎているということを打破すべく頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 



ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

 

１0／12(火)公式訪問プログラム 場所：松泉閣 

 

9：30  ～ 会長他役員集合 

10：15 ～ ガバナーご一行様到着の後、30分程度事前協議会 

11：00 ～ ガバナーご一行、並びに事前に集合の役員会食 

11：30 ～ クラブ例会 新井ガバナーより卓話 

12：10頃 例会終了・例会終了後記念撮影 

*その後、クラブ協議会参加者以外は、お弁当を持ち随時解散 

12：30～ クラブ協議会         終 了 後 解 散 

 

 

8 月のお誕生日おめでとうございました 

  

８月 18 日 岩田 邦夫 君 

 

 

 

  

 

お誕生日    ・1日： 小島孝行君  ・5日： 沼野晃広君  ・19日：毛利昭男君・荒井宏君 

奥様お誕生日   ・9日： 伊東育子さん ・16日：寺田三枝子さん  

結婚記念日   ・10日：毛利昭男君と貞子さん  ・11日：海老原次男君と玲子さん 

・24日：関口英樹君と真由美さん  ・31日：山崎恭弘君と和子さん  

 

 

 

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 

￥5,000 

池田君  皆出席表彰 40 年の祝いを頂きました。 

菊地君  週報に写真が載りました。25 年出席のお祝いを 

頂きました。コロナの拡大困ったものです。 

小林君  週報に写真が載りました。慰労会ありがとうご 

ざいました。 

関口君  先週、先々週、荒井君、小島君、司会有難うご 

ざいました。 

￥3,000 

岩田君  誕生日祝いを頂きました。 

海老原君 ここ 1 週間、新型コロナ患者が急増しておりま 

す。今まで以上に御注意下さい。 

中嶋君  週報に写真が載りました。 

山崎君  週報に写真が載りました。 

￥2,000 

伊東君  週報に写真が載りました。早退します。 

工藤君  海老原君に、会社のスタッフが急患でお世話にな 

りました。 

沼崎君  週報に写真が載りました。 

渡利君  週報に写真が載りました。 

￥1,000 

小島(孝)君 週報に写真が載りました。 

西村君  週報に写真が載りました。 

 

小計     14 件  ￥  42,000 

累計     66 件  ￥ 304,000 

10 月の記念日、おめでとうございます 

http://ryugasaki-rc.org/

