
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  

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３月１５日発行                 第２７４５回例会 

 

―本日のプログラム― 

地区大会に向けて 若井実行委員長 

 

―次回以降のプログラム― 

3/22 休会（ｸﾗﾌﾞ定款第 6条第 1節により） 

3/29 地区大会に向けて 若井実行委員長 

 

    

 

 

 

第 2744回例会記録（2016年 3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 リュウ・カヒン君（米山奨学生） 

会長報告 

糸賀会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・理事会報告 

①4 月のプログラム（母子健康月間） 

4/5 祝事、地区大会に向けて 若井実行委員長 

4/12 地区大会に向けて 若井実行委員長  

4/19会長エレクトセミナー報告 佐伯会長エレクト 

4/26 地区研修・協議会報告 その 1 

②4/25 地区大会記念ゴルフ大会はメークアップになりますので、プレイをし

ないでお手伝いをする方もご出席をお願い致します。 

・3/6 地区チーム研修セミナーには地区役員の皆様、お疲れ様でした。 

・3/5つくば学園ＲＣのクラブ創立 30周年記念式典に寺田幹事と出席して参

りました。会場は地区大会の懇親会と同じホテルオークラフロンティアで、大

変立派であり、食事も美味しく頂き、地区大会に向け大変参考になりました。 

 

 

 

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 

 

 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

 

 

 

 

 

親睦委員会 

沼野委員 

 

地区ゴルフ大会 

実行委員会 

石嶋委員長 

 

 

 

 

地区大会 

若井実行委員長 

 

 

 

 

ガバナー事務所より  

地区大会プロモーションビデオのお知らせ 

回覧： 観桜会出欠表 

 

 

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

                 先々週の訂正出席率：93.94％ 

欠席： 滝澤君、荒井君、関野君 

メークアップ：牛久ＲＣ（小島（律）君、山崎君） クラブ奉仕委員会（工藤君） 

つくば学園ＲＣ創立 30周年記念式典（倉沢君、荒井君、糸賀君、寺田君） 

地区チーム研修セミナー（大竹君、荒井君、若井君、菊地君、倉沢君） 

結城ＲＣ（菊地君） 

 

観桜会の出欠席表を回覧しております。まだの方はお早目に決定して頂きたく

よろしくお願い致します。 

 

定員 160名のところ 167名の申し込みがあり、龍ヶ崎カントリー倶楽部へお願い

をして、1 組ずつアウトとインに入れて頂き、無事組み合わせができるようにな

りました。竜ケ崎の会員は 11 名出席予定でしたが、当日、必ず欠席の方が出る

為、待機して頂けますようご協力をお願い致します。そこで 3/15、6 時よりガバ

ナー事務所で、組み合わせ、担当など決めますので係の方は集まって下さい。

メンバーは、池田君、荒井君、大竹君、若井君、工藤君、岩田君、糸賀君、私です。 

 

3/11に会場の下見を致します。第 2部会が担当ですので、小島（孝）君、糸賀君、

寺田君、石嶋君、坂本君、滝澤君、阿部君、小島（律）君、工藤君、これらの方々に

参加をお願い致します。その他に希望者があれば受け付けます。車に乗り合わ

せて、12 時にガバナー事務所を出発致します。よろしくお願い致します。 

また、物産展に使用するテントを 2張、商工会からお借りしますが、これを運搬し

て下さる方があれば、私までご連絡下さいますようお願い致します。 

 

 

竜ケ崎ロータリークラブ細則改正案の審議                  

議長 糸賀会長 

 ＣＬＰ版推奨クラブ細則の基にクラブ細則改正の必要があり、クラブ細則 

第 16 条に基づき、本例会に於いて、審議を諮るということで、第 4条第 1節 

により、議長を会長の私が務めさせて頂きます。 

まず定足数の確認ですが、出席数 30名ですから定足数に達しております。 

 



竜ケ崎ロータリークラブ細則改正案 

1）第 8条 四大奉仕部門の改正 

クラブ定款第 5条五大奉仕部門との整合性からクラブ細則第 8条を五大奉仕奉仕部門とし、青少年

奉仕を追加する。 

2）常設委員会にクラブ広報委員会を追加する。 

         （現行）             （改正案） 

         会員組織委員会         会員組織委員会    

ｸﾗﾌﾞ運営委員会         ｸﾗﾌﾞ運営委員会 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会       ｸﾗﾌﾞ広報委員会 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会         奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 

米山記念奨学会委員会            ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 

米山記念奨学会委員会 

＊以上は規定の賛成数があり、改正が承認されました。 

5 分間卓話                           劉
りゅう

 珂
か

彬
ひん

君（米山奨学生） 

中国の面白い配車アプリを紹介致します。 

 これまでの中国のタクシー事情は、乗客を拒否する、勝手に相乗りさせ 

る、メーターを使用せず感覚で料金を決める等問題がありました。そこで 

2014 年にアメリカ発の「ウーバー」という配車アプリから中国向けに「滴 

滴出行」というのが開発されました。使用方法は、アプリを起動させると、 

自分の居場所と近くにいるタクシーが表示されます。そして、行先を音声 

か文字で入力します。すると候補が出てきます。大体チップを入力すると、 

出てきます。オーダーを出した瞬間にドライバーは全員見られるので、早く 

着くドライバーさんがいたら注文を受けるということになります。注文をし 

た後に、名前と車体番号、今までの評価、車がどのぐらい今離れているか 

全部地図上に表示されます。決済は全て電子決済。そして評価をします。 

評価が高いとオーダーがいきやすいという仕組みです。メリットは利用し 

やすいこと。また、タクシーのドライバーだけではなく、一般のドライバーでも空いている時間に自分の

車に客を乗せることができます。日本にもこういうアプリがあり、日本版の「ウーバー」がありますが、東

京の一部しか対応していません。対応車種は、自家用車とタクシーです。また、全国タクシーというアプリ

もあり、これは全国で配車できるのですが、対応車種がタクシーのみです。中国は、「ウーバー」の真似

をして、全国の都市部で使えます。自家用車、タクシー、代行も探すことができます。 

これまで、中国、フランス等、「ウーバー」等の配車アプリの進出により、タクシー業界から反発を受け

ています。去年もデモがありました。国からの規制も厳しくなっており、アプリは割引きを大幅にできない

ようになっています。 

日本では交通機関の発達により利用されていませんが、農村地域での使用が期待されています。農

村地域の主婦達が暇な時間にドライバーになり、外国人等の観光案内をする等です。地元の人の方がい

いところを知っていますので、観光で利用するには大変良いと思います。 



 

 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥ ３．０００ 秋田君 誕生日祝いを頂きました。 

￥ ３．０００ 小島（律）君 皆様のおかげでＲＢ会優勝することができました。ありがとうございました。 

￥ ３．０００ 佐藤孝様（株・アドバンス） 海外出張中に足を捻挫し菊地先生にお世話になりました。お陰様で、連続での海外出 

張無事終えることができました。 

￥ ２，０００ 工藤君 米山奨学生劉君のカウンセラーとして一年間無事終えることが出来ました。皆様のご協力ありがとう

ございました。 

￥ ２，０００ 大竹君 地区チーム研修セミナーで菊地君、若井君にお世話になりました。 

￥ ２，０００ 寺田君 早退します。つくば国際ＲＣ30周年で糸賀君にお世話になりました。 

￥ ２，０００ 杉野君 花粉が飛ぶ季節となり、目と鼻にダメージがきています。やはり、花粉が飛ぶのは悲惨？（飛散）です。 

￥ １．０００ 池田君 週報に写真が載りました。 

￥ １，０００ 小島（孝）君 週報に写真が載りました。 

￥ １，０００ 沼野君 早退します。 

￥ １，０００ 菊地君 遅刻です。 

          小計 11件 ￥21,000   累計 376件 ￥1,147,000 

 

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 

 

 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 理事長 

小沢 一彦 様（横須賀ＲＣ、元ＲＩ理事） 

 

2015-16年度 2820地区 地区大会に、ＲＩ会長代理を               

おつとめ下さいます。 

http://ryugasaki-rc.org/

