
 

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 

 

２０１７年９月１２日発行               第２８１５回例会 

 

 

 

 

 
 

―本日のプログラム― 

         基本的教育と識字率向上月間に因んで  

会員卓話「幼児教育」 伊東寂円青少年奉仕委員長 

―次回以降のプログラム― 

         ９/１９   会員卓話「私とロータリーの友」  

小島孝行広報委員長 

         ９/２６  クラブフォーラム「会員増強」  

大貫由美子会員増強委員長 

 

 

第 2814 回例会記録（2017 年 9 月 5 日開催） 
 

点鐘・ソング 寺田会長 ・ 君が代、奉仕の理想 

ゲスト タイ・ウンセンさん（米山奨学生） 

会長報告 

寺田会長 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

関野幹事 

 

 

・先日の日帰り親睦旅行には会員の皆様及びその家族、米山奨学生と多くのご

参加を頂き有難う御座いました。出発の時点ではあいにくの雨模様でしたが、

昼食後は雨も上がり楽しい旅行となりました。親睦委員会の皆さんに感謝しま

す。 

・一昨日は水戸の国際交流センターに於いて地区青少年交換委員会インバウン

ド生オリエンテーションが開催され竜ヶ崎クラブからは５名で参加しました。

留学生はクラブでお世話をする、との事ですので改めて皆様のご協力をお願い

致します。 

・例会終了後、理事会を開催します。 

 

・ガバナー事務所より「公式訪問の御礼状」 

・回覧 週報：水戸ＲＣ，水戸西ＲＣ,水戸東ＲＣ,水戸南ＲＣ,仙台東ＲＣ 

バギオだより,財団Ｎｅｗｓ 



委員会報告 

出席委員会 

山崎委員 

 

 

 

 

米山記念奨学会 

阿部カウンセラー 

 

 

クラブ会報委員会 

秋田委員長 

 

クラブ広報委員会 

小島（孝）委員長 

 

会員３５名、出席３０名    出席率：   85.71％ 

先々週の訂正出席率：  94.29％ 

欠席：沼野君、糸賀君、大貫君、伊東君、関口君 

メークアップ： インバウンド生オリエンテーション（倉沢君、工藤君、寺田君、

関野君） 

 

先週の親睦旅行で、米山奨学生のタイさんのお琴の腕前が凄いと話題になりま

して「茨城大学生のお琴演奏」と YouTube で検索すると、タイさんのプロ並み

の演奏を観ることができます。是非ご覧頂きたいと思います。 

 

本日、地区研究会報告をされる各委員長の皆様、原稿の提出を宜しくお願い致

します。 

 

ロータリーの友９月号の紹介 

横組みＲＩ指定記事 Ｐ３・Ｐ２０ ２０１８年ロータリー国際大会（開催地

トロント） 

Ｐ７    ロータリーの友月間 ロータリーの雑誌 

Ｐ１３  基本的教育と識字率向上月間 日本語学習会 

縦組み  Ｐ１８  認定こども園について 

 

地区研究会報告 

青少年奉仕研究会報告        青少年奉仕委員会 滝澤 健一 委員 

去る 7 月 15 日、水戸三の丸ホテルにて青少年奉仕研究会報告が開催されました。 

インターアクト、ローターアクトが何歳から何歳までの組織なのかを再認識しました。 

インターアクトでは、新クラブ設立を検討して頂きたい旨の報告があり、1 クラブ

で無理なら 2、3 クラブ合同というやり方もあるとの事です。 

青少年並びにライラでは、社員教育に毎年社員を送り出して成果を上げていると、ライラの有効性を述べら

れ、是非とも各クラブの委員の皆様もライラセミナーにご参加下さいとの事でした。 

青少年交換プログラムでは、インバウンドのフランス、アメリカからの生徒の話と、アウトバウンドのタイ、

アメリカ、フランスからの生徒の話を聞き、短期間での成長に驚きを覚えました。今年度は当クラブからも関

野幹事の御子息がタイへ、タイからパット君が竜ケ崎クラブにとお二人の成長に期待しています。 

 

国際奉仕研究会報告          国際奉仕委員会 毛利 昭男 委員長 

 水海道ＲＣの瀬戸総括委員長をリーダーに研究会は行われました。先日のガバナー

公式訪問でも少しお話ししましたが、ツインクラブを作ってほしいことと、「この指

とまれ」事業への参加の話しがありました。委員の工藤君と山崎君とは３人で話し合

おうと、来週集まることになっております。「この指とまれ」の提唱については、〆

切まで日にちが無かったため辞退致しましたが、指に止まる方には参加しようと思います。また委員会で話し

合った内容については改めて報告致します。ガバナー月信の９頁にも研究会の報告がありますのでご覧くださ

い。 



社会奉仕研究会報告          社会奉仕委員会 岩田 邦夫 委員 

 7 月 29 日に水戸三の丸ホテルにて行われた社会奉仕研究会の報告を致します。 

 ＲＩ会長テーマ「ロータリー：変化をもたらす」 地区スローガン「未来へチャレン

ジ」を基本に郡司総括委員長より 

 1.奉仕活動の原点の見直し。 

   現在行われている活動内容を見直す。 

 2.活動状況を如何に社会にアピールし、存在意義を社会に認識して頂くか。 

   ＊特に活動が地域社会に必要か、クラブが一丸となって取り組んでいるか、そして事業の見直しをして

下さいとのこと。 

 午後の部では各分区から各々の見直し事業の事例発表がありました。 

◇土浦ＲＣ   環境保全事業・・・霞ケ浦総合公園の美化環境保全の為、諸施設を設置。現在は市民も参加

している。 

◇古河中央ＲＣ ホタルの里作りと環境整備 15 年継続。（卒業式で「蛍の光」を唄うものの子供達に聞くと

蛍を見たことがなかった為）現在は第三者団体に移管している。 

他に印象に残った事業の報告として 

◇牛久ＲＣ   独居老人救急ペットボトル事業（冷蔵庫に連絡先、かかりつけの病院、薬、様々なものを詰

めたペットボトルを入れておき、救急隊員がすぐ分かるようにしておく） 

◇北茨城ＲＣ  北茨城特別支援学校での職業体験授業（生徒 120 名・先生 85 名） 

◇常陸太田ＲＣ 竹下和雄先生 子供の作る弁当日運動 

◇しもだて紫水ＲＣ サーモン放流事業 

◇鉾田ＲＣ   クリスマスイルミネーション及びもちつき大会の実施 

            

職業奉仕研究会報告                   職業奉仕研究会 坂本 守 委員長 

 7 月 9 日に水戸三の丸ホテルで職業奉仕研究会があり、「職業奉仕とは」という勉強

をしてきました。私も社会奉仕と職業奉仕の違いがよく分からず疑問に思ってきたの

ですが、職業奉仕とは自分の職業を通して社会に奉仕する。これがロータリーの金看

板であるという話しを３時までみっちり聞いて参りました。昔の近江商人の考え方で

ある 

「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の三方よしの精神であるとのことでした。 

 

 

 

先週の日帰り旅行に参加してとても楽しかったです。特に警視庁の見学は珍しく 

良かったです。以前自己紹介をした時、自分の特技のお琴の話をしたのですが、 

日帰り旅行でも皆さんに話しをしました。１２月の忘年会でチャンスがありましたら 

是非私のお琴を聞いてください。 

 

 

 

 

         ・８日：  秋田光祥君   

 

９月のお誕生日、おめでとうございます 

今月の米山奨学生報告 タイ・ウンセンさん 



ニコニコボックス 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

￥１0,000  川上美智子君 地区・青少年交換委員長（水戸好文ＲＣ） 

         先週、お車代として差し上げたものをニコニコＢＯＸに入れて下さいました。 

￥ 5,000 秋田君   先週島倉君が命拾いして￥50,000- 私６８歳誕生日で￥5,000- この差は如何に。 

     石嶋君   妻の誕生祝いを頂き、また秋田君から写真を頂きました。 

8/31 東京見物、親睦委員の皆様ご苦労様でした。 

毛利君   サッカーロシアワールドカップへの本選出場おめでとう。サンセットクルーズ楽しかった 

です。秋田君に写真を戴きました。 

     大竹君   親睦旅行遅れました。週報に写真が載りました。秋田君に写真を頂きました。 

￥ 4,000 工藤君   結婚記念日のお祝いを頂きました。先週初めてベトナムハノイの出張に行って来ました。

来週は中国大連に行って参ります。 

￥ 3,000 池田君   楽しい親睦旅行でした。秋田君に写真を頂きました。 

寺田君   日帰り親睦旅行で大変お世話になりました。週報に写真が載り、秋田君、阿部君に写真を

頂きました。 

渡利君   楽しく警視庁見学、東京湾クルーズ、そしてその写真を秋田君から頂きました。 

小島（律）君 先日の納涼会、沢山の方にご参加頂きありがとうございました。又、次回の参加も 

よろしくお願いします。 

菊地君   家内の誕生日の祝いを頂きました。 

小野瀬君  親睦旅行楽しかった。写真をいただき有難う。 

阿部君   納涼会では律子君始め皆様にはお世話になりました。米山奨学生の戴さんも大変喜ん 

でいました。有難うございました。秋田君より写真を頂きました。 

￥ 2,000 北君   会報に写真が載り、また秋田君に写真を頂きました。親睦旅行で皆様にお世話になりました。 

坂本君   サンセットクルーズで１つ前のテーブルにイスラムの女性４人がいまして肩に黒い風呂

敷？をかけて食事をしていました。２人は色白で彫りの深いいい女で石嶋君と見とれてし

まいました。良かったです。 

諸岡君   納涼会に参加させて頂き楽しかった上に、記念の写真まで頂きありがとうございました。 

山崎君   秋田君から写真をいただきました。 

￥ 1,000 岩田君   秋田君から親睦旅行の写真を頂きました。 

片平君   写真を頂戴しました。 

島倉君   いつもニコニコしていられます。感謝。 

関野君   会長、工藤君にお世話になりました。インバウンド生のガイダンスに水戸まで行ってきま

した。タイ・ウンセンさん（米山奨学生） 秋田さんから写真を頂いてありがとうござい

ます。 

 

 

 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに石嶋副ＳＡＡ（電話 0297-６２-４５８３）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・寺田寿夫 ☆幹事・関野康子 ☆ＳＡＡ・渡利千里 

☆ 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 

私は進んで奉仕の資金を提供します 

小計   22件   ￥   68,000 
累計  136件   ￥  564,000 

http://ryugasaki-rc.org/

