
 

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 

２０１８年６月５日発行                 第２８５０回例会 

 

 

 

 

 
 

―本日のプログラム― 

祝事、各委員長退任挨拶 

―次回以降のプログラム―     

６/１２ 各委員長退任挨拶 

        ６/19 新旧クラブ協議会 17：30～ 夜間例会 18：30～ 於：松泉閣 

        ６/26 役員退任挨拶 

 

第 2849回例会記録（2018 年 5 月 29日開催） 
 

点鐘・ソング 寺田会長 ・ 四つのテスト 

会長報告 

寺田会長 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

山崎副幹事 

 

委員会報告 

出席委員会 

杉野（美）委員長 

 

 

・５/26・27の地区大会においては皆様のご出席を頂きましてありがとうございまし 

た。１日目は米山記念奨学会学友会の報告に竜ケ崎クラブの奨学生だったリュウ君

が登壇し、交換留学生の紹介でも当クラブで預かっているパット君の挨拶もありま

した。２日目のガバナーからの挨拶の中では「パストガバナーより“今はガバナーを

やって良かったと思う”と聞く」という話があり、私の任期もあと１ヶ月になりました

が皆様にご迷惑をおかけしたりご協力を頂いたりしながら、会長の職をやらせて頂

いた事が良かったなと思えればいいなと思いました。次年度は阿部会長エレクトが

会員増強に力を入れるそうですので、期待したいと思います。有難うございました。 

 

・６月のロータリーレート １ドル＝１１０円 

・ロータリー財団研究会のご案内 ７/１４（土） 於：ダイヤモンドホール（筑西市） 

 

 

会員数３６名、出席数２９名                      出席率：   80.56％ 

                          先々週の訂正出席率：  91.67％ 

欠席： 工藤君、小島（律）君、坂本君、杉野（訓）君、関野君、毛利君、伊東君 

メークアップ： 地区大会第１日目（倉沢君、寺田君、関野君、岩田君）、地区大会第２日目



 

 

 

 

 

阿部会長エレクト 

 

 

親睦活動委員会 

大貫次年度委員長 

（阿部君、荒井君、糸賀君、片平君、小島（律）君、小島（孝）君、倉沢君、中嶋君 

沼野君、大竹君、関野君、杉野（訓）君、滝澤君、寺田君、若井君、渡利君、山

崎君、海老原君、嶋田君）、取手ＲＣ（山崎君、大貫君）、2720ＪａｐａｎＯ.Ｋ.ﾛｰﾀ

ﾘｰ E ｸﾗﾌﾞ・北海道 2500 ﾛｰﾀﾘｰＥｸﾗﾌﾞ（中嶋君） 

 

次週６/５の例会終了後、次年度第３回の理事会を開催致します。また「ロータリーへ

のお誘い」という小冊子を２０冊購入致しましたので勧誘する際にご活用下さい。 

 

次年度親睦委員会を明日５/３０(水)１８時より「山口」で開催致します。次年度親睦委 

員・他出席予定の皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

地区研修・協議会報告              

次年度職業奉仕委員長                     関口 英樹 君 

4/29（日）水戸プラザホテルにおいて地区研修・協議会が開催され、クラブ 

から１３名が参加し次年度の活動について勉強して参りました。本会議ではＲＩ 

テーマと次年度地区方針が高橋ガバナーエレクトから発表され、分科会では 

奉仕プロジェクト委員会として第４グループにて話がありました。職業奉仕では 

久保谷委員長から活動内容の発表があり、また社会奉仕では北茨城ＲＣの椿さんから活動内容の発表があり

ました。初めての地区研修・協議会でしたが大変勉強になりました。次年度委員長ではありますが、分からな

いことばかりですので、諸先輩方のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。 

 

次年度青少年奉仕委員長                 荒井 宏 君 

地区研修・協議会の青少年奉仕委員会に出席して参りました。青少年奉仕 

委員会は総括委員長の下に４つの委員会（ｲﾝﾀｰｱｸﾄ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ・青少年交換・ﾗｲﾗ） 

があり、それぞれの委員長から事業計画の話がありました。特に諸岡君が所属 

するライラ委員会は大変情熱があり、例えば皆様の会社の社員やお子さん等 

にライラの研修会に参加して勉強して頂ければ必ず成長しますという話がライラ委員長よりありました。 

現在地区内のインターアクトクラブは５クラブ、ローターアクトクラブは８クラブで活動しています。分区でロ

ーターアクトクラブを立ち上げたところもあり、是非第７分区でもチャレンジして欲しいというような話もあり

ました。 

  

次年度地区青少年奉仕委員会 ライラ委員 諸岡 佳子 君 

 地区研修・協議会に青少年奉仕委員会、ライラ委員として出席して参りました。 

先づはラシンＲＩ会長エレクトの言葉を紹介致します。「ロータリアン、ローターア 

クター、インターアクターが、地元の市民や若い世代そして他団体と一緒に奉仕 

活動をしたら、世界でどれほどの大きな影響を及ぼすか想像して下さい。」「これにより、ロータリーに変化を

もたらし、市民との結びつきを育みロータリーイメージの向上を図ることができるのです。さらに継続的な青

少年の育成に繋がるストーリーができるのです。」 



＊地区スローガン 「ロータリーの心と力を地域社会に」⇒敷いてはロータリーファミリーの構築を目指す。 

＊地区重点施策  地区戦略計画策定による中長期目標の策定と実行 

（会員増強・公共イメージの向上・クラブの柔軟性・青少年の育成） 

◎青少年奉仕委員会への要望事項 

 1.ロータリアン、ローターアクター、インターアクターが一緒に地域社会の人たちと奉仕プロジェクトを実施

する。 

2.インターアクターがローターアクターになるようなシステムの構築。 

3.ローターアクターがロータリアンになるようなシステムの構築。（ローターアクト学友の設立） 

4.ライラ学友の設立とライラ支援体制の確立。 

5.ロータリーファミリーの構築。（インターアクター、ローターアクター、ローターアクト学友、ローテックス、財

団学友、米山学友との連携強化による地区ロータリーファミリーの構築） 

6.ローターアクトクラブ、インターアクトクラブのロータリー賞獲得の支援。 

 

次年度ロータリー財団委員長                中嶋 義雄 君 

 地区研修・協議会は４月の連休の始めにありまして、普通水戸まで１時間ぐらい 

なのですが大変な渋滞で、体調が悪かったこともあり車に同乗していた皆様に 

ご迷惑をおかけしてしまいました。お世話になりありがとうございました。 

 
竜ケ崎ＲＣより第 3350地区へ交換留学生として派遣している関野匠君よりお便りが届きました。 

1. YE トリップ 

 3/28～4/3にグラビー島やプーケットにいく南のトリップ、4/10～4/18にチェンマイやチェンライに行く

北のトリップがありました。南のトリップでは絵画のような美しい海をたくさん見ることができました。綺麗

なビーチで寝っ転がったり、サンゴ礁でシュノーケリングをしたり

と、普段の生活ではすることのできない経験をすることができま

した。北のトリップではたくさんの特色ある綺麗なお寺を巡り、中

でも一番楽しかったのはソンクラン祭りです。3日間開催され、町

中で水を掛け合うお祭りです。これはタイのお正月であり、日本で

は水掛祭りと呼ばれておりテレビなどでもよく紹介されるので知

っている方も多いかもしれません。 

 このトリップを通してここで出会った人たちがいかにかけがえのない大

切な存在であるかを身にしみて感じることができました。特に今まで辛い

ことも楽しいことも共に経験してきたインバウンドの友人達は言葉で表す

ことのできない大切な家族のような存在です。昨年の 8 月にお互いを全

く知らないただの他人だった人たちとたくさんの経験を共にし、とても仲

を深めることができました。一生の友達とはこういうものなんだなあと

深く感じました。この 1年間は間違いなく自分の人生の中で 1番の時間で

す。 

2. メディテーションキャンプ  

 ロータリーの行事で、メディテーション 

キャンプというものがありました。これは 

タイ仏教の瞑想を体験するというもので 

したが、宗教が絡んでくるので自由参加 

制となっていました。自分自身は無宗教であり、普通の旅行では体験

することのできないことができる良い機会だなと思ったので参加す

ることにしました。この行事は 4 日間で、毎朝 5時に起きてお寺の掃除をし、夜の 9時半まで 1日中瞑想

をしました。食事は朝と昼の 2回だけしか食べてはいけないので夜はとてもお腹が空きます。日本の学校

の行事で比叡山延暦寺で座禅を組んだ時はしっかりと自分自身に集中することができましたが、今回僕



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。 

は雑念を振り切ることができませんでした。このことをお坊さんに話したら、瞑想するには場所もとても

大事だから人によって瞑想できる場所とできない場所があるとおっしゃっていました。 

結局瞑想は成功できませんでしたがタイ仏教の文化を体験すること 

ができてとでもよかったです。 

3. バースデーパーティー 
 5月 16日は僕の誕生日で、たくさんの友達が家にきて祝ってくれ 

ました。北の方の県に住んでいる友達もわざわざバンコクに来てくれ

てとても嬉しかったです。日本ではあまりパーティーの習慣がないの

で、とても楽しかったです。たくさんの友達と一緒に楽しく 18 歳を迎

えることができました！ 

 

６月の記念日、おめでとうございます。 

お誕生日     ・6日 ： 阿部孝義君            ・17日 ： 若井 毅君   

          ・18日 ： 片平正夫君       ・20日 ： 嶋田一郎君 

奥様お誕生日    ・1日  ： 小島敏子さん        ・15日 ： 岩田節子さん    

結婚記念日    ・6日 ： 滝澤健一君とひろ美さん  ・11日 ：  中嶋義雄君と茂子さん 

・24 日： 伊東寂円君と育子さん   

  

           

 
￥ ５,０００  池田君  ドクターズゴルフ（5/20サミットゴルフ倶楽部）にて県のベスト１５位に入賞しました。２０年ぶ

りです。 
中嶋君  ４０度のウイスキーは平気なのですが３８.９度の発熱には参りました。入院時には、大竹君に 

大変お世話になりました。 
     杉野（美）君 夜間例会欠席致しました。遅刻致しました。申し訳ございません。 
￥ ３,０００ 秋田君    恐れ多くも会長・幹事に地区大会の写真撮影お願いしました。 
     寺田君   地区大会へのご参加ありがとうございました。週報に写真が載りました。 
     諸岡君   地区大会に出席できませんで残念でした。申し訳ありません。 
￥ ２,０００  大貫君   地区大会急に欠席致しまして申し訳ありません。 
     海老原君  初めて地区大会に出席しました。 
     山崎君    週報に写真が載りました。 
￥ １,０００ 片平君    地区大会お疲れ様でした。週報に写真が載りました。 
     小島（孝）君 週報に写真が載りました。 
      岩田君    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。 
島倉君    ニコニコ早退の予定です。 
糸賀君    早退致します。 
関口君    遅刻、早退いたします。 

  
 

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  １６件 ￥   ３７，０００ 
累計   ５７５件 ￥ 1,７０５,０００ 
 

http://ryugasaki-rc.org/

