
本日のロータリーソング「それでこそロータリー」 

どこであっても やあと言おうよ 見つけた時にゃ 

おいと呼ぼうよ 遠い時には 手を振り合おうよ 

それでこそ ローローロータリー 

求むるところは やわらぎむつみ 力むるところは  

向上 奉仕  おゝロータリアン 我等の集い 

 

２０１５年１１月１０日発行                 第２７２８回例会 

 

 

―本日のプログラム― 

       祝事 

                  ロータリー財団月間に因んで 

                   小島（孝）財団委員長卓話 

 

 

―次回以降のプログラム― 

                     11/17 食に関する卓話 佐伯会員 

               11/24 創立記念日 

                        卓話 クラブフォーラム形式 

 

                   

 

第 2727回例会記録（2015年 10月 27日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ 我等の生業 

ゲスト 赤レンガ保存実行委員会 会長 久保田房子様 

会長報告 

糸賀会長 

１.たつのこ柔道大会には多数出席頂きありがとうございました。支援金も

杉野さんと2人で確かにお渡しして参りました。例年は2月の寒い時期に

実施されますが、天気もよく可愛い小学生から中学生まで500名の参加

があり盛り上がった大会でした。 

2.ロータリー国際大会についてですが、来年の5/28より韓国で開催されま

す。12/15 までに登録料を払わないとそれ以降 50 ドルほど高くなってし

まいます。ガバナー事務所より竜ケ崎クラブで出席を募ってほしいと要

請がきておりまして、後日、国際奉仕委員長からも話があると思います。

よろしくお願い致します。 

 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



3.常総市の水害見舞いについて、水海道 RC,並びに 3 クラブ被災したクラ

ブがありますので、竜ケ崎クラブから独自に義援金を送ってはどうかとい

うご意見を多数頂いております。次回の理事会に図り、進めさせて頂きま

す。その節はよろしくお願い致します。 

4.本日の例会終了後、会長ノミニーの選出委員会を開きますので、会長経

験者の方は残って頂けますようよろしくお願い致します。 

幹事報告 

寺田幹事 

 

1.地区国際奉仕セミナー開催のご案内 委員長へ後ほどお伝えします。 

2.回覧：アンコールワット 85号、水戸 RC 週報、水戸西 RC週報 

3.11 月のロータリーレート 1 ドル＝120 円 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団 

小島（孝）委員長 

 

 

地区大会実行委員会 

若井委員長 

 

 

 

 

 

クラブ会報 

杉野委員長 

 

 

会員 33名、出席 24名、出席免除 1名（北君）      出席率：75.00％ 

先々週の訂正出席率：96.88％ 

欠席： 沼野君、倉沢君、田坂君、渡利君、片平君、岩田君、荒井君、関野君 

メークアップ：たつのこ柔道大会：寺田君、糸賀君、杉野君、大竹君、中嶋君、小島

（孝）君、阿部君、滝澤君 下妻 RC 公式訪問：倉沢君、秋田君、阿部

君 大子ＲＣ公式訪問：倉沢君、菊地君、山崎君 牛久 RC・竜ケ崎中

央 RC：岩田君 

 

皆出席者 10年 

記念品贈呈 佐伯君 

 

 

 

来月はロータリー財団月間です。ロータリーレートは 120 円ですので、地区

の目標は一人当たり 130 ドルを年次寄付、20 ドルをポリオ、合計 150 ドル＝

18,000円になります。ご協力よろしくお願い致します。 

 

23 日に地区大会の委員長で委員会を致しま 

した。そこで地区大会へ向けてとキャラバン 

を編成するにあたり、ジャケットを作ろうかと 

いうことになりましたので皆さんにお計らい 

して頂きたいと思います。後ほど、審議を致し 

ますのでよろしくお願い致します。 

 

本日の週報の訂正がございます。3 頁の卓話で、誤「112 億～113 億」→正

「12 億～13億」に訂正をお願い致します。 

 



親睦 

滝澤委員長 

本日例会終了後、家族忘年会について協議致しますので、親睦委員会の皆

様、少しお残り下さい。よろしくお願い致します。 

 

 

赤レンガ移築完成 お礼とご案内 

 

赤レンガ保存実行委員会 久保田房子会長  

 昨年度 9月に皆様より助成金を頂きまして、有難うございました。本日 

も助成金を頂き重ねて感謝申し上げます。9年間活動を続けて参りました 

が、丁度、赤レンガがこの 15日に移築が完了致しました。これを記念して 

イベントを行いまるす。風船飛ばしもしますので、どうぞ童心にかえって 

参加して頂けたらと思います。また手作り鏡というのを 10枚作りました。 

赤レンガ、空が鏡に映ります。是非、皆様ご参加下さい。有難うございました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

赤レンガの移築ができました。 

これまでにクラブが、またクラブ会員の 

個人としても支援してきた赤レンガの移 

築は、保存実行委員会のご努力により、 

このほど目出度く完了いたしました。 

つきましては、右記の通りに記念の集会 

が予定されていると案内がありました。 

 

  

 

 

 

 

 



ジャケット作成について 

 

 地区大会、またＩＭのキャラバン隊が着用する上着について 

どうするか糸賀会長司会のもと、協議がされました。 

 ・ジャケットにするかジャンパーにするか 

  →ジャケットが好ましい 

  →キャラバンには間に合わなくても、それぞれの恰好 

   でよいと思う。 

 ・ジャケットのデザイン 

  →会員の負担軽減と時間的に間に合うよう、既製品のジャケットに高すぎないロータ 

リーのエンブレム(オクトン)を付けるようにする。 

→色は、前回男性はクリーム色、女性はピンクだったが、今回は統一して、なるべく普 

段も着られるような色で。 

 

＊もう少し時間を頂いて、もう一度ジャケットについては審議を続けます。 

 

 

5 分間卓話 

秋田 光祥 君 

煙草を辞めて 3年になります。辞めた直接のきっかけは、京 

都で条例違反の罰金を取られたことですが、健康に悪い、持 

ち物が面倒臭い、吸う場所に困る等色々あります。会報に煙草 

は麻薬だと書かれたこともありました。健康といえば食と密接 

な関係があります。以下、季節の食についてご紹介します。   

日本には春夏秋冬の四季だけでなく、各四季に六つの節季 

があり二十四節気、各節季に三つの候、七十二もの候という 

季節があり、旧暦をもとに暮らしていた時代には、人はそうした季節の移ろいをこまやかに感じとっ

て生活していたことはご存知だと思います。 

新暦の十月二十三日から二十七日頃は「秋の霜候(そうこう) 

初候にあたり、霜始めて降る。」（霜が始めて降りるころ。農 

作物には大敵。足元から冷えが来ないように気をつけて。）なお、各候には以下にお話する旬の

魚介、野菜、草花、野鳥があります。 

候のことば   十三夜 

 中秋の名月ともう一夜、後の月と呼ばれる旧暦九月十三日の十三夜も名月として月見をする楽

しみが秋にはあります。十三夜のころに収穫される作物にちなみ、栗名月、豆名月とも。十五夜と十

三夜を併せて、二夜の月と呼びならわします。十五夜を眺めて十三夜を見ないのは、片月見として

忌み嫌われました。当てはまる片はご用心を！ 



  旬の魚介    ほっけ 

ほっけの干物は、酒の肴の定番。塩気がきいて、ふっくらとした身は、ご飯にもよく合います。旬は

春と秋ですが、それぞれで味わいが大きく異なるのが特徴。脂がのった春は、塩焼きや干物に。秋

は、すり身をほっけ団子の汁や鍋などに。干物は身のほうから強火から中火でじっくり焼くと、旨み

が閉じ込められて美味しく焼けるそうです。（調理方は友人の職人に聞きました） 

   旬の野菜    とんぶり 

 とんぶりは秋田県北部の特産品で、ホウキギと呼ばれる野草の実を乾燥させてから煮て、果皮を

取り除いたもの。口の中でブチブチとはじける食感から「畑のキャビア」といわれ、山芋や納豆、大

根おろしと混ぜて酒の肴にするのがおつとか？ 

   旬の草花    紫式部 

 秋が次第に深まり、実が熟してやがて紫に染まる、紫式部。美しい実の色を「源氏物語の」作者に

たとえてなずけた。やわらかな緑をした葉のつけ根に紫の実がなり色の対比が鮮やか。因みに白い

実がなる白式部もあるそうです。 

   旬の野鳥    ひよどり 

 ヒーヨ、ヒーヨと鳴く声から、ひよどりという名がついたとも。木の実や、やぶつばきなどの花の

蜜を好みます。人里でも見かける身近な野鳥で、庭先にみかんやりんごを置いておくと、よく食べ

にきます。平安時代、貴族の間では、飼い主をちゃんと見分けるので、よくこの鳥が飼われていたと

か。 

二十四節気 

 二十四節気は、太陰暦の日付と季節を一致させる為に考案されたもので、明治五年まで使用さ

れた太陰太陽暦のひとつ、天保暦もこれを使用していました。現在「旧暦」とよばれている暦はこ

の天保暦の規則に準拠した暦ですから、「旧暦」の日付を決定するためには、二十四節気が必要と

なります。この二十四節気は、今でも季節の移り変わりを表す言葉として用いられ、ニュースなどで

も採り上げられるのを時々耳にします。中でも立春・春分・秋分・夏至・冬至などはなじみのある言葉

でしょう。春分、秋分の日のように祝日になっているものまであります 

二十四節気（にじゅうしせっき）は半月毎の季節の変化を示していますが、これをさらに約 5 日おき

に分けて、気象の動きや動植物の変化を知らせるのが七十二候（しちじゅうにこう）です。二十四節

気と同じく古代中国で作られました。 

 

たつのこ杯 龍ヶ崎柔道大会 10月 25日（日）たつのこアリーナ 

 

  

メークアップの証拠写真→ 

 

    

←糸賀会長と大会看板の 

ツーショット 



 

 

                               

 

 ←大会プログラム 

 

 

市議長として挨拶する寺田会員 

 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ ５．０００ 小野瀬君 長男が龍ヶ崎カントリー倶楽部のチャンピオンになりました。 

￥ ５，０００ 池田君  竜ケ崎市牛久市医師会ゴルフコンペで優勝しました。糸賀さんから写真を頂きました。 

￥ ３．０００ 山崎君  大子 RC 公式訪問で菊地さんにお世話になりました。有難うございます。 

￥ ３，０００ 糸賀君  10年 100％の出席祝を頂きありがとうございました。 

￥ ２，０００ 佐伯君  ①出席率 100％の記念品を頂きました。②遅刻しました。 

￥ ２，０００ 秋田君  本日、実のない卓話です。 

￥ ２，０００ 関口君  結婚記念日祝いを頂きありがとうございます。 

￥ ２，０００ 杉野君  ①先週欠席し、渡利さんにお世話になりました。②また 10年以上前に建てた我が家は今、世間

を騒がしている工務店なので、きちんと杭が入っているかどうか心配です。くいだけに悔いが

残ります。 

￥ ２，０００ 小島（律）君 長い、お休みを頂きました。 

￥ ２，０００ 菊地君  週報に写真が載りました。 

￥ １．０００ 小島（孝）君 週報に写真がのりました。 

 小計 １1件 ￥29,000    累計 178件 ￥613,000 

 

 

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに、山崎副ＳＡＡ（電話 090-3242-6803）に必ずご連絡ください。 
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