
本日のロータリーソング「四つのテスト」  

1.真実かどうか 2.みんなに公平か  

3.好意と友情を深めるか  

4.みんなのために なるかどうか 

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１２月２５日発行                 第２７３４回例会 

 

―本日のプログラム― 

ガバナー公式訪問                     

―次回以降のプログラム― 

1/5新年会 松泉閣６時～ 

1/12 祝事 職業奉仕 秋田委員長 

 

 

  

 

 

第 2733回例会記録（2015年 12月 15日開催） 
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ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ 奉仕の理想 

会長報告 

糸賀会長 

1.先週は倉沢ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問に向けてのｸﾗﾌﾞ協議会並びに、移動夜間例

会に多数ご出席頂きご苦労様でした。又、12 月に入りまして国際奉仕研究

会とﾛｰﾀﾘｰ財団、社会奉仕委員会の合同ｾﾐﾅｰもあり、各委員長にご出席頂

きましてご苦労様でした。 

2.2016-17 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を若井毅さんにお願いすることが決定致しまし

た。また、地区委員へ大竹雅夫さんを推薦致しました。 

3.来週は倉沢ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問と家族忘年会合同開催のはこびとなりまし

たので、倉沢修市ｶﾞﾊﾞﾅｰのご指導を頂き、又楽しい家族忘年会が出来ます

ことを期待致します。今年最後の行事となりますので、皆様どうぞご協力

をお願い致します。 

4.国際大会登録について、本日が登録料割引締切最終日でしたので、寺田

幹事、関野会計、沼野国際奉仕委員長、事務局末益さんには昨日から連絡

を取り合い連携をはかり、無事割引の登録料で登録出来たと思います。 

 



ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄ 

若井毅会員 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

寺田幹事 

 

このほど、大役になりますｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を仰せ 

つかりました。私は現役でちょっと難しいと 

思うのですが、皆さんが協力して下さると 

い約束の元に、承諾を致しました。何もわか 

らないですし、また、前に出ることが嫌いな 

もので、こういう席は本当に遠慮したかった 

のですが、そういうわけで引き受けさせて頂きました。どうぞよろしくお願

い致します。 

 

1.ｿｳﾙ国際大会への参加者：荒井君、池田君、糸賀君、岩田君、沼野君、大竹

君、若井君、山崎君の登録をｸﾗﾌﾞより致しました。又、倉沢ｶﾞﾊﾞﾅｰ他 4 名は

先日ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より登録を終えられております。 

2.ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の時間が若干変更されています。ｶﾞﾊﾞﾅｰとの勉強会が

11 時より。忘年会へのﾊﾞｽの市役所への集合時間が 16：25 となっておりま

す。またバスを利用されない方は滝澤親睦委員長までお願いします。 

2.例会変更：藤代ＲＣ12/21→12/24 ｸﾚｽﾄ柏ﾎﾃﾙ 18：00～取手ＲＣとの合同家族

忘年会の為。12/28,1/4休会  

水海道ＲＣ12/30 休会、12/13 幸すし 18：00～新年会の為 

回覧：水戸ＲＣ，水戸西ＲＣ，水戸東ＲＣ，仙台東ＲＣ会報、第5回日台ﾛｰﾀﾘｰ親善

会議のご案内 6/5 ﾎﾃﾙ日航金沢 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員 33 名、出席 26 名、              出席率：78.79％ 

先々週の訂正出席率：96.97％ 

欠席： 秋田君、荒井君、大貫君、工藤君、佐伯君、関口君、久保君 

メークアップ：石岡 RC 公式訪問（倉沢君、大竹君）、竜ケ崎中央ＲＣ（池田君）、米山

2016 学年度被推薦者事前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（菊地君）、牛久 RC（沼野君）、

国際奉仕ｾﾐﾅｰ（倉沢君、沼野君） 

 

12/25 の家族忘年会のﾊﾞｽは 4：25に市役所 

に集合、4：30に出発致します。宿泊希望の方 

は、20日までに私までご連絡下さい。 

お子様以外はお 1人につきひとつ￥3.000 

程度のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをご持参下さい。 

急遽欠席される方は 22日までにご連絡下さ 

れば対応致します。 

又これは親睦委員会からではないのですが、ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問では揃いのﾈ

ｸﾀｲとｽｶｰﾌの着用をよろしくお願い致します。 



地区大会 

若井実行委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部会 

岩田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 部会 

小島（孝）委員長 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会ＰＲ：ＩＭのキャラバン隊の担当者について 

第 1 分区 1/23 日立ＲＣ佐伯君、第 2 分区 2/11 ひたちなかＲＣ阿部君、 

第 3 分区 2/7 水戸ＲＣ秋田君、第 4分区 2/6 古河東ＲＣ佐伯君 

第 5分区 2/21 真壁ＲＣ池田君、第 6 分区 

2/14 つくばＲＣ大竹君、第 7 分区牛久ＲＣ 

坂本君、第 8分区 2/27鹿島中央ＲＣ渡利君 

同行者は 4.5名付けて下さい。 

ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ在籍ｸﾗﾌﾞの担当者について 

笠間ＲＣ岩田君、つくば学園ＲＣ若井君，水海道ＲＣ菊地君、土浦南ＲＣ若井

君、日立ＲＣ荒井君，水戸東ＲＣ小島（孝）君、しもだて紫水ＲＣ岩田君、水戸

南ＲＣ若井君、水戸ＲＣ小島（孝）君、土浦ＲＣ糸賀君、古河東ＲＣ岩田君、結城

ＲＣ菊地君。同行者は他 1名付けて下さい。 

 

地区大会目標「初心にかえり 新たなる一歩を」 

前日の 16日は、午前中に会長幹事会と各委員会 

の会合があります。午後 3 時からの地区指導者 

研修ｾﾐﾅｰは、例年会長幹事のみの出席でしたが、 

倉沢ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度に関しては、次年度の会長幹事 

にも参加頂きます。講師は前橋ＲＣの本田博己氏。内容はＣＬＰとＤＬＰについ

ての研修会です。記念講演は立川らく朝氏。本業は医者ですが健康落語を

お願いしています。一番困っているのは当日マラソン大会と日程がかぶり、

ﾎﾃﾙを抑えられている為、予約が取れないことです。ようやくｼﾝｸﾞﾙを 160

部屋抑えることが出来ましたが、まだ地区外のｶﾞﾊﾞﾅｰでご婦人を同伴さ

れる方のﾂｲﾝの部屋がまだ２部屋しか確保できていない為、今後引き続き

我々努力しなければならないと思っています。竜ケ崎ＲＣの皆さんで宿泊

される方はｻﾝﾙｰﾄつくばに予約してあります。 

15 日には 9時より会場設営を致しますのでご協力をお願い致します。 

 

担当は大会当日２日間の指揮系統になります。 

1 日目は会長幹事が出席しますので、一般の会員 

の方の参加は全体会の２日目になります。1 日目 

の夜には晩餐会が例年通り開催されます。1 日目 

の昼食は参加人数分しか準備しておりませんの 

で、一般の会員も参加することは構いませんが、昼食の準備はありませ

ん。ご了承下さい。２日目の全体会には先程説明があったように講演会が

予定されています。昼食はなく、懇親会が昼食代わりとなっております。全

体的な流れは以上になります。ご協力よろしくお願い致します。 



ロータリー財団寄付表彰者 

 

 

ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ＋2 ﾋﾟﾝ 荒井君 

 

   

ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ＋1 ﾋﾟﾝ 阿部君  ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ＋2 ﾋﾟﾝ 菊地君    

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ ３，０００ 菊地君 週報に写真が載りました。先週の懇親会では失態を演じまして？ 

￥ ２，０００ 池田君 週報に写真が載りました。 

￥ ２，０００ 杉野君 週報に写真が載りました。いつもより良く写っているのは気のせいでしょうか。 

￥ ２，０００ 中嶋君 週報に写真が載りました。 

￥ ２，０００ 山崎君 週報に写真が載りました。 

￥ １，０００ 倉沢君 週報に写真が載りました。 

￥ １，０００ 岩田君 週報に写真が載りました。 

￥ １，０００ 小島（律）君 週報に写真が載りました。 小計 ８件 ￥１４,000    累計 235 件 ￥784,000 

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 

第 3 部会 

菊地委員長 

私の担当の当日のＲ．Ｉ．会長代理の歓迎晩餐会に 

ついてですが、今のところおよその参加人数は 

260 名ぐらいだと思います。２日目の記念講演が 

終わった後の懇親会は、会員総数大体 2000名の 

内、600～800名ぐらいが参加と聞いております。 

内容についてはこれから詰めていきます。駐車場に関してはつくば市新市

役所の駐車場を 2カ所、大体 500台ぐらい借りてあります。そこから会場ま

でﾊﾞｽで送迎するのを沼野会員の平成観光さんにお願いしてあります。ﾊﾞｽ

の台数については、これからの打ち合わせになります。16 日の午前中から

晩餐会の間に、お客様のご婦人方を案内するわけですが、これも沼野会員

にお願いして、ＪＡＸＡと大仏様をご案内する予定です。 

http://ryugasaki-rc.org/

