
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 

２０１５年１２月１５日発行                 第２７３３回例会 

 

―本日のプログラム― 

前期事業報告①                      

―次回以降のプログラム― 

12/22 12/25 に振り替え                     

12/25 ガバナー公式訪問 家族忘年会 

 

  

 

 

第 2731回例会記録（2015年 12月 1日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ 我らの生業 

ゲスト リュウ・カヒン君（米山奨学生）、全星君（元米山奨学生） 

会長報告 

糸賀会長 

1.公式訪問もあと４クラブを残すところとなり、皆様には同伴のご協力を沢

山頂きましてありがとうございました。委員会についてももうすぐ上期が

終わりますが、引き続き下期もご協力をお願い致します。 

2.11/26 に、親睦委員会の皆さんと家族忘年会、公式訪問の懇親会の会場

であります成田日航ホテルへ下見と打ち合わせに行って参りました。 

3.11/28 に第７分区会長幹事会に寺田幹事と出席して参りました。 

4.先週の臨時理事会にてソウル国際大会の登録料 310 ドル（12/15 まで）を

全額クラブより負担することが承認されました。 

5.本日理事会を開催致します。 

6.本日ガバナー補佐選考委員会を開催致します。 

幹事報告 

毛利副幹事 

 

1.受付書類：つくば学園ＲＣより「３０周年記念式典招待状」、ガバナー事務

所より「１２月のロータリーレート １ドル＝１２０円」、ガバナーエレクト事務所

より「２０１６－１７年度地区委員指名候補者承認のお願い」「地区委員候補者

推薦のお願い」「２０１６－１７年度地区名簿原稿提出のお願い」 

。 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



2.回覧：2016 年ＲＩ年次大会（ソウル大会）参加旅行ツアー行程表、公式訪問・

家族忘年会・夜間例会出欠調査表、財団 News、常総市への寄付贈呈新聞記

事 

委員会報告 

出席委員会 

工藤委員長 

 

 

 

 

ガバナー事務所 

岩田事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会 

沼野委員長 

 

 

 

 

親睦委員会 

滝澤委員長 

 

 

 

会員 33 名、出席 29名、              出席率：87.88％ 

先々週の訂正出席率：96.97％ 

欠席： 大貫君、倉沢君、片平君、小野瀬君 

メークアップ：日立北 RC 公式訪問（倉沢君、沼野君、山崎君）、笠間ＲＣ公式訪問

（倉沢君、荒井君）、つくばサンライズ RC 公式訪問（倉沢君、岩田

君）、牛久 RC（小島律君）、第７分区会長幹事会（糸賀君、寺田君） 

 

地区大会の第１部会の委員会が先日行われ、 

ＩＭのキャラバン隊の担当者が決まりましたの 

でご報告致します。 

第１分区 佐伯君 第２分区 阿部君  

第３分区 秋田君 第４分区 佐伯君 

第５分区 池田君 第６分区 大竹君  

第７分区 坂本君 第８分区 渡利君 

この担当者よりそれぞれクラブから５名ほど選んで頂き、ＩＭ当日に地区大

会のＰＲをして頂きたいと存じますのでどうぞよろしくお願い致します。 

またパストガバナーのいるクラブへは、実行委員長と副実行委員長（若井

君、岩田君、菊地君、小島君）で担当致します。 

 

先週の理事会でソウル国際大会の登録料を 

クラブが負担することが承認されましたので 

今日より参加の出欠を回覧しております。 

是非皆様沢山のご参加よろしくお願い致しま 

す。 

 

家族忘年会では飲み放題のコースを予定し 

ておりますが、アルコールを飲む方、飲まな 

い方で料金が異なる為、あらかじめ把握し 

たいと思います。ご協力よろしくお願い致し 

ます。 

 

 

 



ゲスト挨拶                        

 全 星（元米山奨学生） 

３年前の奨学生でした全と申します。卒業してから新潟で㈱ローソンに 

就職し、店舗で働く仕事から始めて、店長になりそのあとＡＳＶになり２年 

が過ぎました。その後は教育のサポートで長野などいろんなところに 

出張するようになり、この９月に茨城支店に配属されスーパーバイザー 

という職に就いております。担当店舗は７店舗あり、主に石岡やつくば方 

面に行きます。新潟では最初友達もいなかったのですが、米山学友会に入り、そこで新潟大学の人

達など友達ができて、友好に過ごした２年間でした。 

こちらに来てからも水戸に住んでおりますので、また色々な活動ができればと思っています。どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

年次総会 

議長 糸賀会長 

 定款第６条第２節及びクラブ細則第５条第１節の規定により、本クラブ 

２０１５－１６年度年次総会を開催致します。 

会員総数の１／３が年次総会の定足数ですので、現在の会員数は３３ 

名、本日の出席数は２９名、本総会は成立とさせて頂きます。 

 

＊第１号議案 会長ノミニー選出 

クラブ細則第３条１節により 10/27 指名委員会を開催し、２０１７－１８年度会長に寺田君が推薦。 

→賛成多数により承認されました。 

＊第２号議案 次年度理事役員選出 

 次年度会長 佐伯優  副会長 久保武士  幹事 滝澤健一  

 会計 小島律子 

 理事 阿部孝義 若井毅 秋田光祥 小島孝行 大竹雅夫  

糸賀祥治（直前会長） 

 →賛成多数により承認されました。 

 

次年度会長挨拶 

次年度会長 佐伯 優 

 年次総会により、次年度会長のご承認いただきました佐伯です。 

今回承認されました阿部孝義君、秋田光祥君、大竹雅夫君、小島孝行君 

若井毅君の５名の理事、そして寺田寿夫会長ノミニー、久保武士副会長 

滝澤健一幹事、小島律子会計の役員と一丸となり、知恵と協力を頂き、 

四つのテストに照らしながら、置かれた環境の中で、竜ケ崎ロータリーク 

ラブの花を咲かせたいと思っております。本日のご承認、感謝いたします。ありがとうございます。  



米山功労者表彰 

 

 

 

 

 

 

第１回米山功労者 関野君   第４回米山功労者 中嶋君   第５回米山功労者 杉野 

 

 

第１４回米山功労者 倉沢君 

 

   

 

第７回米山功労者 菊地君   第９回米山功労者 毛利君 

 

1２月にお誕生日を迎えられた 

工藤克昌君（1２月１０日生） 

池田八郎君（1２月１９日生） 

関野康子君（1２月２０日生） 

石嶋晴夫君（1２月２３日生） 

 

皆様おめでとうございます 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ ４，０００ 関野君 ２人分の誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

￥ ３，０００ 山崎君 奥様誕生日祝いを頂きました。 

￥ ３，０００ 池田君 誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

￥ ３，０００ 石嶋君 誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

￥ ３，０００ 阿部君 倉沢ガバナー連日ご苦労様です。龍ケ崎市にご芳志して来ました。 

￥ ３，０００ 菊地君 秋田さん、龍泉寺、龍ケ崎文化遺産指定おめでとうございます。 

￥ ２，０００ 若井君 週報に写真がのり又田坂さんには卓話の件で大変お世話になりました。 

￥ ２,０００  工藤君 誕生日祝いを頂きありがとうございます。 

￥ １,０００  坂本君 例会休みました。 

￥ 1,０００  秋田君 早退します。 

￥ １,０００ 寺田君 早退します。        小計 1１件 ￥２6,000    累計 223 件 ￥732,000 

 



第 2732回例会記録（2015年 12月 8日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ それでこそロータリー 

ゲスト 中村康博第７分区ガバナー補佐、手賀晴夫第７分区セクレタリー（牛久ＲＣ） 

会長報告 

糸賀会長 

本日は中村ガバナー補佐、手賀ガバナー補佐幹事にご出席頂き、この例

会前のガバナー公式訪問前になりますクラブ協議会でそれぞれの委員会

の活動を聞いて頂いて適切なご指導、お話を頂戴致しました。 

１． 理事会報告 

① １月の例会プログラム 

１/5新年会（松泉閣６時～） 1/12 祝事、職業奉仕秋田委員長 

1/19公式訪問終了報告倉沢ガバナー卓話 

1/26 地区大会に向けて若井委員長 

② 来年度地区委員指名候補者（米山奨学会 菊地君）承認  

幹事報告 

寺田幹事 

回覧： 2016年ＲＩ年次大会（ソウル大会）参加調査表 

ガバナー公式訪問出欠調査表 

委員会報告 

出席委員会 

小島（孝）委員 

 

親睦委員会 

滝澤委員長 

 

佐伯次年度会長 

 

 

小野瀬会員 

 

 

 

 

会員 33 名、出席 30名、                出席率：90.91％ 

先々週の訂正出席率：96.97％ 

 

12/25ガバナー公式訪問懇親会、家族忘年会へのバスは、午後4:30に市役

所を出発します。バスに乗らない方はお申し出下さい。 

 

先週の次年度理事会において、次年度ＳＡＡは毛利さんにお願いすること

に決定しました。よろしくお願い致します。 

 

一言、会葬のお礼を申し上げます。突然の事で皆様にはご心配をおかけ致

しました。今日は出席することにも緊張しておりましたが、せがれから勧め

られて出て参りました。こうして皆様にお会いすれば勇気も出ます。これか

らも尽くしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

ゲスト挨拶        ２０１５－１６年度第７分区ガバナー補佐 中村 康博 様 

 本日例会に先立ち、クラブ協議会に参加させて頂きました。牛久ロータリークラブに入った時、竜

ケ崎ロータリークラブの神々しさに、「これがロータリーなんだ」と思ったことを思い出しますと、そ

ういうところに今またお邪魔している自分のことを厚かましいというか感激しております。ですか

らクラブ協議会では、各委員長さんや担当者の方に、少し生意気なことを言って失礼だったのでは

ないかと思い、お詫びの言葉をご挨拶に代えさせて頂きます。 



クラブ協議会開催                夜間例会 

 

 

 

 

 

 

中村ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の挨拶     真剣そうな？ｸﾗﾌﾞ協議会    久々に我がｸﾗﾌﾞに御大登場！ 

 

 

 

 

 

 

横一線に並び良い感じ      何やら怪しげな密談？    いつもながら和やかな懇親会 

 

 

 

 

 

 

糸賀会長の挨拶        公式訪問の対策会議？    何か良い事があったはず。 

次週のニコニコに期待。 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ ２０，０００ 小野瀬君 無事に妻の葬儀を終えました。 

￥ １０，０００ 倉沢君 久しぶりです。又中村ＡＧご一行様を歓迎。 

￥ ５，０００ 糸賀君 中村ガバナー補佐、手賀ガバナー補佐幹事を歓迎して。 

￥ ３，０００ 山崎君 中村ガバナー補佐、手賀ガバナー補佐幹事を歓迎して。 

       小計 ４件 ￥38,000    累計 227件 ￥770,000 

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。 

 

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・糸賀祥治 ☆幹事・寺田寿夫 ☆ＳＡＡ・池田八郎 

☆ 例会場：常陽銀行竜崎支店２階 〒301-0011竜ヶ崎市横町 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 

http://ryugasaki-rc.org/

