
 

―本日のプログラム― 於：松泉閣   

ガバナー公式訪問 

⁂ようこそ竜ヶ崎ロータリークラブへ⁂ 

新井 和雄 ガバナー・早瀬 浩一 地区幹事 

根本 清美 ガバナー補佐・臼井 旭洋 セクレタリー 

 

―次週以降のプログラム― 於：松泉閣  

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） 

 

～ガバナー公式訪問プログラム～ 

10：15 ～ 事前協議会 

11：00 ～ ガバナー御一行、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  ～  13：30      終 了 後 解 散 

 *お願い：先月末にて緊急事態宣言は解除されましたが、通常例会での会食はまだ実施していない為、 

本日のお食事も一般会員の皆様にはお弁当をお持ち帰り頂くことに致しました。 

クラブ協議会も短時間で行います。御協力のほどを宜しくお願い致します。 

                                                       

 

 

点鐘・ソング 諸岡会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

ゲスト 根本 清美 ガバナー補佐・川島 紀文 セクレタリー（牛久 RC） 

アンドリュー君（米山奨学生） 

会長報告 

諸岡会長 

 

 

 

幹事報告 

・1ヶ月半の休会の後、こうして皆様にお会いできましたことを大変嬉しく思います。 

・来週の公式訪問は密を避けての開催となります。また例年通りブルーのクラブジャ

ケットの着用をお願い致します。 

・本日の例会終了後、理事会を開催致します。 

 

・これまでクラブの事務局は常陽銀行にしており、電話の問い合わせには常陽銀行竜
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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 



諸岡会長 

 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

沼崎委員 

 

 

 

 

 

クラブ広報委員会 

池田委員長 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会 

菊地委員長 

 

崎支店さんから経由しておりましたが、この度固定電話を削減されることを受け、

クラブで携帯電話を持つことが理事会で承認されました。来週はそれを用いて、オ

ンラインでの配信も可能となります。 

・回覧：ロータリー100年史・公式訪問出欠表・海岸清掃出欠表 

 

 

・会員数 3６名、出席数 26 名、出席率 72.22％    

・欠席：    坂本君、関野君、杉野(美)君、秋田君、伊東君、工藤君、大貫君、 

倉沢君、小林君、小島(律)君 

・メークアップ：米山合同セミナー（寺田君） 

＊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。 

 

・ロータリーの友 9月号の紹 

 横組Ｐ14 ロータリーの友月間 座談会「友」誌を嗜む 

・10 月号の紹介 

 横組Ｐ12 『山月記』の虎 韓国出身の元米山奨学生が中島敦の『山月記』につい

て書いてあります。ここから自分の地位を築けたという内容です。 

・ロータリーの友 11月号からは渡利君に 4ヶ月間紹介をして頂きます。 

 

・今月は米山月間ですので、皆様どうぞ例年通りの御協力をお願い致します。 

 来週は公式訪問ですから、その次の週からお預かり致します。11 月まで受付けま

すので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

アンドリュー君（米山奨学生） 

 皆様お久しぶりです。 

今月末に米山の日本文化体験研修があります。とても楽しみ 

にしています。よろしくお願いします。 

 

招待卓話 根本 清美 第 7 分区ガバナー補佐（牛久 RC） 

   今年度 1年間ガバナー補佐として務めさせて頂い 

ておりますが、このコロナ禍で各クラブを訪問する 

ことに大変苦労しておりました。 

 

今年度の新井ガバナーの一つの大きな目標は、 

プラスチックゴミを如何に地球上から減らすか。 

その一環として第 2820 地区で 190ｋｍの海岸の 

清掃をしようと計画をし、このコロナ禍のため 9 月からずっと延期となっておりましたが、ようや

く 11 月 3 日（祝水）に行うこととなりました。 

 



そもそもこの海岸清掃が始まったきっかけというのは、5 月に開催した地区大会の相談をしてい

た昨年の 12月頃でして、（注：根本ガバナー補佐は昨年度地区大会実行委員長でいらっしゃいまし

た）本来なら地区大会には有名な方をお呼びし、講演を 1 時間ほどして頂くのですが、なかなかス

ケジュールが合わず、池田パストガバナーとどうしようかと相談しておりました。ちょうどその頃

は、各クラブの公式訪問をしていまして、色んなクラブが海岸の清掃をしているんだよねという話

が出て、それは是非 2820 地区として出来ないだろうか、そうすれば地区大会でもパネルディスカ

ッションの形で出来る、ということで、池田パストガバナーが一生懸命働きかけをして下さり、お

陰様でこの海岸清掃が、今年度の新井ガバナーを含め、大変な勢いで広まり、日本の中では 22 地

区・世界で 35 カ国が参加するプロジェクトになりました。 

 

本日も新井ガバナーは韓国に行ってらっしゃいまして、この事に関する報告をされています。 

新井ガバナーは英語が達者でいらっしゃるので、世界中のガバナーや各クラブの会長さんをはじ

め、世界中のロータリアンに呼び掛け、この海岸を綺麗にしようという計画が発足致しました。 

私も先月、大洗でネットを通じての会議に参加しましたが、日本に近い国ではタイ、フィリピン

が海岸清掃をされていました。日本でも北海道のガバナーからは「1,000ｋｍ清掃しました」とい

う報告を受けました。この 2820 地区全体でまとまっての事業というのは、今までなかったと思い

ます。それが 2820 地区だけではなく、日本中に広まり、世界中に広がりました。この広がりに、

私自身も非常にドキドキしております。多分、公式訪問でもこの海岸清掃の話がメインになるので

はないかと思います。 

新井ガバナー、各クラブの皆様も、このコロナで大変な思いをして公式訪問を迎えています。中

には、この 1 ヶ月間例会が休みだったのに、公式訪問の時だけ例会を開いたというクラブもありま

す。どうぞ来週はよろしくお願いいたします。 

 

  最後に、もう一つお願いがございます。第 7 分区のＩＭを、会場はまだ決定しておりませんが、

2 月 23 日（祝水）に開催します。果たしてその頃、コロナの感染状況が落ち着いているのかどう

か心配ですが、現在それに向けて相談をしているところです。決定次第、皆様には改めてご連絡致

しますが、日程の変更はありません。 

 

  私も薬剤師ですので、年内にはコロナウィルスの薬が出るといいな…インフルエンザと同じよう

な対応が出来るようになるといいな…というのが一番の願いであります。 

  このコロナは、我々の全ての予定を狂わせてしまいましたが、その中でも各クラブの皆様は、ロ

ータリーを続けていこうと一生懸命お集まり頂いています。 

とりとめのない話になってしまいましたが、本日はこのように卓話をさせて頂きまして、本当に

有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

 

 

～ お 知 ら せ ～ 

 

2020-21 年度（滝澤年度） 

竜ヶ崎ロータリークラブ 

ロータリー賞を受賞しました。 

 

 

 

 

 

10 月のお誕生日おめでとうございます 

 

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 
 

 

 

 

 

 

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 

諸岡君  無事、例会を開催できましたことを喜んで。 

沼崎君  久しぶりの例会、皆様元気で何よりです。酒も 

解禁になりました。 

山崎君  結婚記念日祝いを頂きました。 

本日は根本ガバナー補佐ご苦労様です。よろし 

くお願い致します。 

佐伯君  結婚記念日祝いを頂きました。 

￥3,000 

渡利君  根本ガバナー補佐を歓迎して。 

小島(孝)君 誕生日祝いを頂きました。 

沼野君  誕生日祝いを頂きました。 

毛利君  誕生日祝いを頂きました。 

結婚記念日祝いを頂きました。 

石嶋君  妻の誕生日祝いを頂きました。 

寺田君  妻の誕生日祝いを頂きました。 

荒井君  早退します。例会再開おめでとう存じます。 

早退早退で申し訳ありません。 

￥2,000 

菊地君  10 月は米山月間です。宜しくお願い致します。 

海老原君 お久しぶりです。 

北原君  ロータリーの再開を祝して。 

島倉君  仕切り直しのスタートを祝して。  

西村君  例会の再開おめでとうございます。 

杉野(訓)君 残暑が厳しく体調管理に苦労します。先日、夏物 

を全てクリーニングに出してしまい、着る物にも 

苦労します。これが本当のせんたくミスでしょう 

か？ 

￥1,000 

岩田君  週報に写真が載りました。 

 

 

小計     18 件  ￥  54,000 

累計     84 件  ￥ 358,000 

http://ryugasaki-rc.org/

