
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 

２０１６年４月１２日発行                 第２７４８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― 

4/16 地区大会第 1日       倉沢ガバナー 

4/17 地区大会第 2日       倉沢ガバナー 

4/19会長エレクト研修セミナー報告  佐伯会長エレクト 

4/26 地区研修・協議会報告 その 1 

 

    

 

 

 

第 2747回例会記録（2016年 4月 5日開催） 

 

点鐘・ソング 糸賀会長 ・ 君が代、我等の生業 

会長報告 

糸賀会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 先週、今年度初めて欠席をし、坂本副会長に代理をお願い致しました。あり

がとうございました。10日後には、地区大会が準備、本大会と3日間に亘り開催

されます。竜ケ崎ＲＣ会員全員で地区大会が成功出来ますよう、全力で取り組

みたいと思います。 

2. 明日、親睦委員会と職業奉仕委員会、合同家族観桜会が実施されます。両

委員長、及び委員の皆様には大変お世話になります。 

3. 地区大会記念ゴルフ大会が 4/25（月）に実施されます。委員の皆様は組み

合わせや賞品の準備など連日ご苦労なさっております。これも当日は、会員全

員参加で大会を盛り上げたいと思います。 

4. 地区研修・協議会が 4/9（土）に行われますので出席義務の各委員長は宜し

くお願い致します。 

5. 例会終了後、理事会を開催します。その後地区大会実行委員長より例会を 1

時間延長したいと申請が出ておりますので終了は 2 時半頃になります。 

 

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 

 

 

委員会報告 

出席 

工藤委員長 

 

 

 

親睦委員会 

滝澤委員長 

 

 

 

ガバナーエレクト事務所より   ①ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設のお知らせ 

                ②地区研修・協議会に関するお願い 

牛久ＲＣより  第 7 分区親善ゴルフ大会ご案内 6/2（木）ｲｰｸﾞﾙﾎﾟｲﾝﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

回覧     霞ケ浦Ｎｅｗｓ 

 

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

                 先々週の訂正出席率：96.97％ 

欠席： 倉沢君、小島（律）君、渡利君 

メークアップ：  笠間ＲＣ（岩田君）、土浦ＲＣ、土浦南ＲＣ、水戸南ＲＣ（若井君） 

 

明日の観桜会の行程表を先週と今週で配布致しまし 

た。出発は、バスで龍ヶ崎市役所を 8時です。 

服装は、靖国神社参拝がありますので、皆様が持って 

いらっしゃるネクタイで統一致します。女性の方もスカ 

ーフをご持参下さい。よろしくお願い致します。 

 

地区大会に向けて 

 地区大会 若井実行委員長 

 いよいよ地区大会が間近に迫って参りました。先日質問のありました会員 

の奥様やご主人の参加について、強制ではありませんが、ご協力して頂ける 

方には参加して頂きたいと思います。 

新聞広告についてですが、当日の茨城新聞に一面で載せるように致しまし 

た。 

パストガバナーのいらっしゃるクラブへのＰＲは、皆様、担当のクラブへ行って頂きましたでしょうか。ま

だの方はなるべく早い時期にお願い致します。 

本日例会終了後、理事会を開催し、そのあとすぐ各部会の打ち合わせを 1時間ほど致しますので、よろ

しくお願い致します。 

第 1 部会 岩田委員長 

 本日は、地区大会の打ち合わせに、ガバナー事務所より優秀なスタッフが 

2 名来ておりますので、細かい事項で追加したいことがありましたらお伝え 

下さい。 

本日、プログラムを配布しましたので、ご自分の担当をご確認下さい。特に 

今、晩餐会の席を作成しておりますが、多分会場に入った時、席はどこですか 

と尋ねられると思いますので、その席次も皆様にお渡しします。聞かれたらスムーズに答えられるよう、

晩餐会の案内を担当するメンバーは、実行委員会に一任させて頂いて、次回の例会で皆様にお伝え致し

ます。 

 大体の流れについて、もう一度確認致します。受付にゲストがいらしたら、受付の諸岡君から舞台袖の

大貫君にトランシーバーで連絡します。名前では間違える可能性がある為、ゲストには番号をつけますか



らその番号を伝えて下さい。 

この後、1時半より各部会で話し合いを致しますが、皆様の行動表を作成致しますので、出欠席につい

て必ず各部会長へ申し出て下さい。 

第 2 部会 小島委員長 

私の部会の担当は、今、会場内の看板等を東京企画と相談しながら作成 

しているのと、名札の作成、また席順を決める作業が大変です。 

今日は、お手元のプログラムに従って、概ねの流れを説明致します。 

16 日は、9時 30分から登録開始ですが、9時開始になります。必ず早め 

にいらっしゃる方がありますので、受付の方は心得ておいて下さい。 

ＲＩ会長代理が到着されましたら控室へ私が案内します。控室は 1階です 

から時間になりましたら、階段を上がり会場の 2階へ案内し入場して頂きます。 

開会点鐘の後は、司会者が順次進めていきます。ただ、来賓友好地区の紹介までに来場されている来

賓の方々を確定し、司会者へその旨連絡をして下さい。 

11 時 30分からは表彰があります。会場に登壇される方がいらっしゃいますので、それまでに糸賀君、

寺田君で登壇される方の準備をして頂いて、表彰状の準備は石嶋君、坂本君にお願い致します。 

各種委員会につきましては、昼食会場の一角を仕切って場所を設けますので、表示もありますが、聞

かれましたら誘導をお願いします。 

地区指導者育成セミナー後、晩餐会会場への誘導に半分ぐらいの方に担当して頂き、会場内の誘導に

残り半分の方に担当して頂くことになります。この担当者は後日、実行委員会で決定致します。 

2 日目も来賓紹介がありますが、1 日目と少々顔ぶれが変わりますから注意して下さい。参加クラブの

紹介は、竜ケ崎クラブが最後になります。可能な方はその時間帯までに会場の2階席に集まって下さい。 

懇親会は昼食を兼ねています。弁当を下さいと言われることがあるかもしれませんが、懇親会が昼食

ですと答えて下さい。一日目の昼食は、食券を配ります。基本的に会長、幹事、総括委員長、地区役員、来

賓の分しかありませんから、もしたまたま一般の会員がいらした場合は昼食がありませんので、心に留め

ておいて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 

第 3 部会  沼野委員 

まず始めにバスの流れを大会プログラムに沿ってご説明します。 

4/16 大会第 1 日は、竜ケ崎市役所を午前 7 時 30分に皆様にバスに乗って 

頂いてノバホールまで送ります。この日の登録開始は 9時半、点鐘が 10 時で 

すので、9時から 10時の間、大型バス 3 台でつくば市役所からノバホールま 

でシャトルバスを運行します。この担当は関口君ですから合図をして頂いて、 

どんどん運行したいと思います。午後 3 時 40分より地区指導者育成セミナー 

があります。ここで新たにいらっしゃる方がいますので、3 時につくば市役所からノバホールまでバスを

出します。地区指導者育成セミナー終了後、晩餐会に出ない方もいらっしゃるので、ノバホールからつく

ば市役所までバスで送る予定です。晩餐会は、午後 8時半に終了します。皆様が宿泊するホテルは 5カ

所ぐらいありますから、8時45分位よりバスでそれぞれのホテルまで送ります。送り終えてから竜ケ崎の

皆様は 9時過ぎにつくばを出発し、10時頃、竜ケ崎市役所に帰ってきます。 

4/17 の 2 日目は、登録開始が 8時半ですので、1時間前の 7時半から点鐘の 9時半までシャトルバス



をつくば市役所からノバホールまで運行します。ですから皆様は 6時半に竜ケ崎市役所を出発して 7時

20分ぐらいにノバホールに到着します。この日は多数の方が見える予定ですから、バス5台でシャトルバ

スを運行します。シャトルバスは終日運行しません。懇親会終了後にノバホールからつくば市役所までシ

ャトルバスを運行し、片付けが終わりましたら皆様を竜ケ崎市役所まで送りますので、午後 4時には帰っ

てこられると思います。2日間とも、長い一日になりますので、どうぞ体調管理に努めて下さい。よろしく

お願い致します。 

 

第 3 部会 菊地委員長 

駐車場の担当は関口君ですが、場合によってはもう 1 人増えるかもし 

れませんので、決定次第連絡致します。 

1 日目の昼食券は、受付で各役員にお渡します。皆様の分もありますが、 

急遽フィリピンからの参加があるとのことで、場合によっては準備した数 

が足りなくなってしまうかもしれません。万が一の時は、クラブに準備し 

た分をお客様にお渡ししますので、足りなかった方は別のものを食べて 

頂けますようお願い致します。このように昼食はあらかじめ準備されておりますから、もし一般の方から

昼食券を求められても、ありませんとお答えください。昼食の会場は、ホテルオークラの「昴」という部屋

です。大広間をパーティションで区切って委員会をします。約 30名の来賓の方も同じ広間ですが、テー

ブルを分けてあります。 

晩餐会も、フィリピンからの参加者が増えた為、250人から 263 名になりました。座席も作ってありまし

たが、そういう訳で変わってしまいました。皆様には、ノバホールから会場までの道案内の誘導をして頂

きます。クラブの中で晩餐会に出席される方は、倉沢ガバナー、荒井地区幹事、ロータリーの友委員の山

崎君、ＨＰ運営委員会の杉野君と工藤君、資金推進委員の小島（孝）君、糸賀会長、寺田幹事、地区大会実

行委員長の若井君、ガバナー事務所長の岩田君、そして私が米山で入ります。それ以外の方は、申し訳

ありませんが、ホテルオークラ 2 階の桃花林で豪華な中華料理を用意してあります。ただアルコールに

関しては、晩餐会終了後、今度はお客様が帰る誘導がありますので、顔に出ないような程度でお願い致

します。晩餐会の席には案内が必要ですから、また今度皆様にお渡し致します。 

 

 

 

＊このあと、点鐘で一旦例会を終了し、理事会の開催後、 

各部会に分かれて打ち合わせを行いました。 

 

一緒に打ち合わせするガバナー事務所の 

久保田さん（右）、熊田さん（左） 

 

 

 

 



 

4 月 6日（水） 親睦委員会 ・ 職業奉仕委員会合同主催 「観 桜 会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは本日の手始めに日本橋船着場からスタート！            日本橋川から神田川へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隅田川から大横川へ                            ワープして千鳥ヶ淵 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次はインド大使館です                    ステージで披露してくれた華麗な舞い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

靖国神社参拝                神妙な面持ちで・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久露葉亭で打上げです            神楽坂は結構急だな・・・ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由緒ある襖絵              会長の乾杯で盛り上がりました 

 

 

＜写真編集後記＞ 

今回は竜ヶ崎ロータリークラブ始まって以来の歴史的な観桜会となりました。 

４月 6 日の当日は絶好の花見日和でしたが、前日と翌日は風雨が強く正にピンポイントで晴天となり、思

う存分満開の桜を堪能出来ました。参加された会員達の日頃の行いの賜物だと思いますが、この企画を

立案された親睦委員の方々に感謝申し上げます。  

記 会報委員長 N.S 

 

 

◎地区大会当日朝のバス出発時刻について  

４月１６日（土）竜ケ崎市役所（０７：３０発）→ノバホール（０８：１５着） 

４月１７日（日）竜ケ崎市役所（０６：３０発）→ノバホール（０７：２０着） 

 

 Ｍｅｍｏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  4 月のお誕生日おめでとうございます。  

                 

4月 10日生 久保武士君 

 

 

 

 

 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 

￥１０，０００ 岩田君 孫が希望の高校に入学することができました。 

￥ ５．０００ 糸賀君 会長になり初めて例会を欠席致しました。坂本副会長、代理をありがとうございました。 

妻の誕生祝いと結婚記念祝いを頂きました。 

￥ ３．０００ 大貫君 結婚記念日祝いを頂きありがとうございました。 

￥ ２．０００ 関口君 妻の誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

￥ ２，０００ 北 君 愛妻の誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

￥ ２，０００ 杉野君 先日花見で、おまわりさんが警備をしていました。満開の桜だけに、景観（警官）が似合うでしょう。 

 ￥ １，０００ 工藤君 米山奨学生への連絡を忘れ、お弁当で山崎君にご迷惑をおかけしました。 

 ￥ １，０００  阿部君 結婚記念日祝いを頂きました。 

￥ １，０００   池田君 週報に写真が載りました。 

 ￥ １，０００  坂本君 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  荒井君 週報に写真が載りました。 

  ￥ １，０００   寺田君 早退します。 

 ￥ １，０００  菊地君 遅刻です。 

          小計 14 件 ￥32,000   累計 402件 ￥1,203,000 

 

 

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/

