
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  

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 

 

２０１６年２月１６日発行                 第２７４１回例会 

 

―本日のプログラム― 

平和と紛争予防/紛争解決月間に因んで 

ゲスト： 自衛隊茨城地方協力本部副本部長 

防衛事務官 日野原実様 他 3名 

 

 

―次回以降のプログラム― 

2/23 地区大会に向けて 若井実行委員長 

3/1祝事 水と衛生月間に因んで外部卓話 

3/8 5分間卓話 

3/15地区大会に向けて 若井実行委員長 

      
         

第 2740回例会記録（2016年 2月 9日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ それでこそロータリー 

会長報告 

糸賀会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.理事会報告  

①3 月のプログラム  

3/1祝事 水と衛生月間に因んで外部卓話 

3/8 5分間卓話 

3/15地区大会に向けて 若井実行委員長 

3/22 第 3 回目休会 

    3/29 地区大会に向けて 若井実行委員長 

②ガバナー補佐及びガバナー補佐幹事、ガバナー補佐会計承認の件 

ガバナー補佐 若井毅、 ガバナー補佐幹事 岩田邦夫、小島孝行、糸

賀祥治、 ガバナー補佐会計 杉野訓男 以上承認されました。 

③地区大会用ブレザー作成代金補助 記念事業積立金より補助 

個人負担金 1万円を会員から徴収する事に致します。 

 

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 

 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

毛利副幹事 

2.本日のプログラム変更のお願い 

本日の例会プログラムは 5 分間卓話でしたが、プログラム委員長より変

更のお願いがあり、地区大会についてへ変更させて頂きます。 

3.2/7 ロータリーカップ大会開会式に多数ご参加頂きご苦労様でした。 

2/11（木）少年サッカーの部表彰式 たつのこフィールド 15時頃開催 

2/13（土）～14（日）ミニバスケットの部表彰式 龍ヶ崎小学校体育館 14

日 15時頃開催 こちらにも多数ご出席をお願い致します。 

4.第 4分区ＩＭ2/6（土）第 3 分区ＩＭ2/7（日）に多数ご出席頂きまして御苦労

さまでした。 

 

地区補助金申請書の書き方と補助金管理セミ 

ナーのお知らせ→時期幹事に依頼致します。 

回覧：地区大会ジャケットのエンブレムについて 

地区大会記念ゴルフ大会参加申込書 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

 

 

 

 

 

 

親睦委員会 

滝澤委員長 

 

地区大会第 1部会 

岩田委員長 

 

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： 荒井君、小島（律）君、坂本君、寺田君  

メークアップ： 牛久ＲＣ（秋田君） 第 4 分区ＩＭ（倉沢君、岩田君、荒井君、若井君、

佐伯君、滝澤君） 第 3 分区ＩＭ（沼野君、阿部君、山崎君、

若井君、倉沢君、荒井君） ロータリーカップサッカーの

部開会式（糸賀君、寺田君、中嶋君、佐伯君、杉野君、田坂

君、小島（孝）君、阿部君、渡利君、岩田君） 

 

例会終了後、観桜会の相談をしますので、親睦委員の皆様はお残り下さい。 

 

 

地区大会第 1部会の部会会議を 16日 6：30より開催しますので出席お願い

します。 

 

地区大会に向けて 

 地区大会実行委員長 若井 毅 君 

 ６日に第 4分区、7日に第 3 分区のＩＭへＰＲに行って参りまして、 

感じたことは、舞台装置から何から簡素化されて、費用を抑えており、 

これも時代の流れかなと思います。大体出席者は 120 名程度だった 

と思います。これから竜ケ崎クラブもしっかり会員を募って、盛大に 

やりたいと思います。 



 ブレザーの件では、なるべく少ない予算でと思っておりましたが、1 万円の負担となってしまいま

した。どうぞよろしくお願い致します。また、エンブレムは、本日回覧しておりますが、前回の地区大

会で使ったブレザーのエンブレムと今回のも似ておりますので、前回のを持っている方は、それを

使って頂いて差し支えないと思います。 

 キャラバンの件ですが、大体いつも時間が遅くなってしまうのですが、キャラバンが終われば帰

って頂いて構わないと思います。朝早く出発して頂いたりして、5 分ぐらいのキャラバンですぐ帰っ

てしまうのは大変申し訳ないとは思うのですが、クラブで何とか食事代等持つように考えておりま

す。どうぞご協力よろしくお願い致します。 

 

2015-16年度第 2820地区ガバナー 倉沢 修市 君 

常日頃、皆様には地区の為に色々とお世話になっておりまして誠に 

ありがとうございます。また、今キャラバンでは非常に皆様にお手数 

をかけております。どうかご協力よろしくお願い致します。 

一昨日、千葉県の第 2790地区の地区大会が幕張メッセで開催され、 

私はＩＭで行けなかったのですが、家内が代わりに出席して参りまして 

非常にすっきりした地区大会だったと言っておりました。ひとつには、 

お客様が通常、自分がどこの誰だと言うところを、司会者がさらっと紹介してくれて最後に挨拶す

るだけだったとか、色々簡素化されていたようです。私がガバナーになったばかりの、まだよくわか

らなかった頃に、「地区大会へＲ.Ｉ.会長代理を呼びますか？」という質問があり、呼ぶのが当たり前

だと思っておりましたが、2790 地区ではＲ.Ｉ.会長代理を呼んでおりませんでした。また、招待客につ

いても、地区内の役員は「第 2790 地区の皆様」とし、一人ひとり紹介せず、地区外の現ガバナーか

ら紹介する等、これは素晴らしいと思いました。そのように、色々難しくしないで簡単にやって頂け

ればよいと思います。 

 また、これはお願いですが、地区大会に向けての時は、連絡事項も沢山あり、時間をたっぷりとっ

て頂きたいので、例会を 50分頃から再開して頂ければと思います。よろしくお願い致します。 

 

第 1 部会 岩田委員長 

 今日、地区大会のチラシを皆様お持ちだと思いますが、16日は午前 

中は会長幹事会、その後、地区指導者育成セミナーがあります。サブ 

タイトルはクラブの活性化と会員増強であります。2 日目は、本会議の 

後、記念講演として立川らく朝さんがあります。これは健康落語をして 

頂きます。これらには皆さんの負担がないと思いますが、今心配して 

おりますのは、皆さんの役割分担を早急に決めないといけないと思っ 

ております。16 日の第 1 部会の集まりである程度煮詰めたいと思っておりますので、皆様のご協力

をお願い致します。また、舞台裏の担当者が一番大変でこれが上手く回らないと困りますので、人

選を含めて気を付けて頂きたいと思います。もし、万が一 16 日、17 日に出席できないという方がお

りましたら、委員会まで申し出頂けるようよろしくお願い致します。 



第 29回ロータリーカップサッカーの部 開会式 2016/2/7 8：00～ 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 2 月 7 日の開会式  声高らかに選手宣誓！    声高らかに会長挨拶  にわかサポーターの会員達 

 

 

 

 

 

 

2 月 11日の表彰式    参加された会員の晴姿    嬉しいメダル授与     締めの会長挨拶 

 

成績：高学年の部 優勝 馴柴サッカースポーツ少年団  低学年の部 優勝 北習志野 FC 

 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ 5．０００ 毛利君 竜ケ崎ＲＣに入会して 40年目に入りました。 

￥ ３．０００ 工藤君 ＲＢ会で優勝しました。 

￥ ２，０００ 阿部君 第 3 分区キャラバン隊無事終了しました。参加の皆様御苦労 

さまでした。沼野君のベルファイア最高でした。 

￥ ２，０００ 関口君 久しぶりの例会です。よろしくお願いします。 

￥ １，０００ 大貫君 早退します。大変申し訳ありません。 

￥ １，０００ 秋田君 早退します。 

 小計 6 件 ￥14,000   累計 315 件 ￥1011,000 

 

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/

