
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 

２０１６年４月２６日発行                 第２７５０回例会 

 

―本日のプログラム― 

地区研修・協議会報告 その 1 

 

―次回以降のプログラム― 

5/3 国民の祝日（憲法記念日）休会 

5/10 祝事、地区研修・協議会報告 その 2 

5/17 青少年奉仕委員会 田坂委員長 

5/24親睦活動月間に因んで 滝澤委員長 

5/31 休会（クラブ定款第 6 条第 1 節により） 

 

 

 

 

第 2749回例会記録（2016年 4月 19日開催） 

 

 

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 ・ それでこそロータリー 

 

会長報告 

糸賀会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 地区大会が 4/16（土）～17（日）に無事終了致しました。ホストクラブとして

大会実行委員長をはじめ各部会長らが何度も打ち合わせを重ねて準備を

し、その指導の下、クラブ会員が一致団結してそれぞれの与えられた役割

を滞りなく務めて頂いた結果、晩餐会は時間が超過するほど盛り上がり、懇

親会も会場に入りきれない程の多くの出席者がありました。大変満足の出

来る地区大会で終了する事が出来、倉沢ガバナーも安堵された事と思いま

す。本当にお疲れ様でした。 

2. 4/25（月）には地区大会記念ゴルフ大会が実施されます。地区大会同様、出

来ましたら会員全員がお出迎えと表彰式に参加できます様、ご協力よろし

くお願い致します。 

3.  熊本地方の震災被害は日が経つにつれ拡大しております。交流のある熊本

南ＲＣの野田ガバナーには倉沢ガバナーが連絡をとり、堀川幹事には私が

お見舞いの電話を致しました。親睦旅行の際、案内して頂いた熊本城の再

建だけでも 10年から 20年かかると報道されています。竜ケ崎ＲＣとしまし

ても、なるべく早く理事会でお見舞いについて検討して頂ければと思いま

す。 

 



幹事報告 

寺田幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

例会運営委員会 

小島（律）委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区大会 

若井実行委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会 

毛利委員長 

 

国際奉仕 

沼野委員長 

 

 

 

ガバナー事務所より  地区大会のお礼 

白戸仲久ガバナーエレクト事務所より    

①会員増強・情報セミナー開催のご案内 

②2016-17 年度会員増強/寄付目標の入力について 

例会変更：藤代ＲＣより  4/25（月）→4/29（金）こども天国参加の為 

            5/2 （月）→休会 クラブ定款第 6 条第 1 節により 

            5/9 （月）→5/１２（木）大相撲観戦の為 

回覧：第 7 分区親善ゴルフ大会ご案内 

   水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ，水戸東ＲＣ，水戸南ＲＣ 週報 

 

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

                 先々週の訂正出席率：100％ 

欠席： 阿部君、工藤君、坂本君、大貫君 

メークアップ： 地区大会 1日目（北君、若井君、久保君、沼野君、阿部君、大竹君、荒井君 

寺田君、中嶋君、毛利君、滝澤君、小島（律）君、田坂君、大貫君、諸岡君、

渡利君、杉野君、佐伯君、石嶋君、秋田君、小野瀬君、坂本君、山崎君、

糸賀君、岩田君、菊地君、関口君、関野君、片平君、工藤君、小島（孝）君

倉沢君） 

地区大会２日目（北君、若井君、沼野君、阿部君、大竹君、荒井君、寺田君、 

中嶋君、毛利君、滝澤君、小島（律）君、田坂君、大貫君、諸岡君、渡利君、 

杉野君、佐伯君、小野瀬君、坂本君、山崎君、糸賀君、岩田君、菊地君、

小島（孝）君、関口君、関野君、片平君、池田君、工藤君、倉沢君） 

水戸ＲＣ、水戸東ＲＣ（小島（孝）君） 日立ＲＣ（荒井君、沼野君、大竹君） 

 

地区大会が皆様のご協力の下、無事終了致しましてあり 

がとうございました。大会委員長という大役を預かり私 

に務まるかと不安の毎日でしたが、事務所長の岩田君、 

小島（孝）君、菊地君、皆様の指導力が良く、皆様全員で 

盛り上げて下さいましたことを大変力強く感じました。 

また事務所をお借りしました渡利君には様々な面でお世話になり改めて御

礼申し上げます。他にも沢山御礼申し上げたいことがありますが、これにてお

礼の言葉にさせて頂きます。まだ 4/25に記念ゴルフ大会がございますのでど

うぞよろしくお願い致します。どうもありがとうございました。 

 

倉沢ガバナーより米山記念奨学会に 10万円の寄付 

を頂きましたのでご報告致します。 

 

今年度、「この指とまれ」に提唱された全クラブへ寄付を 

致しましたが、その中のひとつ、大子ＲＣより今年度の事業 

の報告「タイ北部周辺の小学校へ浄水器等の支援事業に 

ついて」と感謝状が届いております。また現地のタイのロ 

ータリークラブからも感謝状が届いておりますので回覧 



 

 

 

 

 

 

滝澤幹事エレクト 

 

 

 

 

 

地区大会記念 

ゴルフ大会

石嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

致します。 

また、来週から世界大会の会費の集金を致しますので、参加予定の方はどう

ぞよろしくお願い致します。 

 

白戸ガバナーエレクトより「会員満足度アンケート」実施の 

要請があり、締切の 5月の始めに郵送しなければなりませ 

んので、お手数ですが回答をお願い致します。無記名です 

からテーブルに置いて行って頂ければ私が回収致します 

のでご協力のほどをよろしくお願い致します。 

 

4/25（月）に龍ヶ崎カントリークラブで 168 名の参加の下に開催 

されます。その役割分担についてご説明致します。集合は 7 時 

です。皆様ブレザーを着用してきて下さい。7 時頃にはお客様が 

お見えになりますから皆様は玄関でお出迎えをお願い致します。 

ネクタイの着用はしなくて結構です。 

組み合わせ表は参加者に配布済です。受付はアウトに寺田君、関野君、諸岡君、末益

さん。インは小島（律）君、大貫君、ガバナー事務所の池田さん、熊田さんです。受付の内

容は、参加賞のボール 2個を配ることと、参加者の確認です。70歳以上の方の利用には

免税がありますので、免許証等の身分証明書をフロントに提示して申請をするようお願

いして下さい。 

当日の欠席者が出た場合は、糸賀君、小島（律）君、荒井君、若井君に入ってもらいま

すので、ゴルフウェアを着用して来て頂いて待機していて下さい。既にキャンセルの出

たところには、牛久ＲＣの中村君や龍ヶ崎中央ＲＣの川上君、横山君が入っています。 

スタート場所には、アウトに杉野君、関口君、小島（孝）君、北君、インに若井君、沼野君、

菊地君、佐伯君にお願いします。7時 46分に 1組目がスタートしますので、そこで組み合

わせ表の先頭の米印のついている方にスコアを渡して、4 人分の記入と最後の提出を

お願いして下さい。またニアピンの説明もして下さい。ニアピンは 3番、8番、12番、16番

です。スタートの最後の組は 10 時 6 分に終わります。 

昼食はゴルフ場のレストランを借り切っています。選手は無料ですが、我々お手伝い

のメンバーの食事代はクラブが負担します。友愛コーナーは、始めにスタートした組が 1

時半に上がってきますので、待っている間の為にジュースとコロッケを 200 個用意しま

す。一人で何個も食べないようにして下さい。 

スコアの提出場所の担当は、糸賀君、阿部君、坂本君、中嶋君、久保君です。記入の間

違いやニアピンを取った方の確認をして下さい。控えには工藤君に頼んであります。懇

親会は大体 17 時頃から始めます。司会進行は工藤君。懇親会のお世話は大竹君、岩田

君、糸賀君、若井君、秋田君、山崎君にお願いします。順位表は滝澤君に読んでもらいま

す。賞品の受け渡しはガバナーにお願いします。   

お客様がお帰りになる際もブレザー姿で玄関からお見送りをします。ゴルフをやらな

い方はプレー中に家に帰ってもよいので、懇親会が始まる頃にいらして下さい。アルコ

ールは自己負担での購入になります。ご協力よろしくお願いします。 



クラブ会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）報告 

佐伯会長エレクト 

   3/19・20日の 2日間、古河市地区交流センターで研修（ＰＥＴＳ）を受けて 

きました。 

白戸ガバナーエレクトから、出席されたサンディエゴでの国際協議会で、 

2016-17 年度ＲＩ会長のジョン・ジャーム氏が、ＲＩテーマとして掲げられました 

「人類に奉仕するロータリー」について学んで来られた報告がありました。 

このテーマには単なるロータリアンの数を増やすことではなく、ロータリー 

による善き活動をより多く実現させ、従来のロータリーのリーダーとなるロータリアンを増やすことです。 

そして、今日の世界で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリー会員になることである。との思いが込 

められています。また、ジョン・ジャーム氏が目指すこと、それは「ロータリーとは何ですか」という質問を 

誰からも聞かれなくなることです。 

2016-17 年度の優先項目として 

1. 地区内クラブの少なくとも 51％が会長賞を受賞する。 

2. ＤＤＦ（地区財団活動資金）に少なくとも 20％をポリオプラスに寄付する。 

3. 年次基金への寄付を前年より 5％増やす。 

4. 地区全体の会員数を 3％増やす。 

2016-17 年度ロータリー目標 

 1. クラブのサポートと強化 

  ①最近の退職者および若い職業人に働きかけて、会員増強を図る。 

  ②会員の積極的参加とクラブの充実を図り、会員維持率を向上させる。 

    ③会長賞へのクラブ参加を増やす。 

    ④ロータリー財団に対するロータリアンの知識、参加、寄付を向上させる。 

 2. 人道的奉仕の重点化と増加 

    ①永久にポリオを撲滅する。 

    ②年次基金へのクラブ寄付平均、および財団補助金へのＤＤＦ（地区財団活動資金）拠出を高める。 

    ③ポリオ撲滅への支援を続けるために、クラブと政府からの寄付を増やす。 

    ④財団の補助金と 6 つの重点分野を通じて、ロータリーの人道的奉仕の質と影響を高める。 

    ⑤青少年や若きリーダーの支援、およびロータリーの 6 つの重点分野と関連したプログラムや 

活動において持続性を高める。 

 

 

＜4 月 16～17日に地区大会が盛大に開催されました＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
新聞での大 PR作戦               いよいよ準備スタート！               さあ、戦闘開始！ 

   

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

まずは主役の挨拶                 若井実行委員長挨拶               小沢一彦 RI 会長代理挨拶 

  

 

 

 

 

 

主要メンバー舞台に勢揃い                 友好地区タイの踊り                      本田講師による指導者研修 

 

 

 

 

 

 

 

 
ソプラノ歌手 越野麗子さん                    越野さんの歌唱を聴く                     恒例の手に手つないで・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本会議での倉沢ガバナー                   糸賀会長挨拶                     中山市長から感謝状を受ける  

 

 

 

 

 

 

待ちに待ったこの瞬間！                つい最近うちがやっていた様な・・・            落語家立川らく朝さんの記念講演 

 

 

 

 

 

 

激務の疲れを癒すつかの間             最後の懇親会はｶｵｽ状態？               大会終了後に記念撮影 



 

編集後記 

倉沢ガバナーによる 2015-2016 年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2820 地区の地区大会も大成功に終わりました。 

この一部始終は専門家による DVD が後日、出来上がると思いますが、会報担当としては記憶の薄れないうちに少しでも早

くお伝えしようと要所要所でシャッターをきりました。 

プロのアングルとは違い、ど素人による独断のアングルなので割り引いて見て下さい。 

それにしても今回は 30 人少々の会員数での運営でしたが、一人一人全ての力を結集できた集大成とも言うべき素晴らし

い地区大会になったと思います。本当に皆様、大変お疲れ様でした。  N・S 

 

 

 

 ニコニコ ＢＯＸ    ご芳志の寄金、ありがとうございました。 
￥１０，０００ 倉沢君  地区大会では皆様に大変お世話になりました。 

￥ ６．０００ 菊地君  地区大会、御協力ありがとうございました。第 3 部会の代表として御礼申し上げます。遅刻です。 

￥ ５．０００ 糸賀君  地区大会、ホストクラブの大役を無事務める事が出来ました。ご協力ありがとうございました。 

￥ ５，０００ 若井君  先日の地区大会、成功理に終わる事が出来ました。皆様に御礼申し上げます。 

￥ ３．０００ 田坂君  地区大会、お疲れ様でした。倉沢ガバナーはじめ、若井実行委員長、役員の皆様、岩田事務所長、荒井幹事、 

大変お疲れ様でした。写真をありがとうございました。 

￥ ３，０００ 山崎君  写真を糸賀会長より頂きました。週報に写真が載りました。ＳＡＡが居るのにＳＡＡの代理は神経が疲れました。 

￥ ３，０００ 久保君  誕生日祝いを頂きました。 

￥ ３，０００ 秋田君  地区大会、御苦労様でした。 

￥ ３，０００ 池田君  地区大会、御苦労様でした。 

￥ ３，０００ 寺田君  写真を糸賀会長から頂きました。地区大会、お疲れ様でした。 

￥ ３，０００  中嶋君  地区大会無事終了、皆様ご苦労様。久保君、お世話になりありがとうございました。 

￥ ３，０００ 小島（孝）君 地区大会、お世話になりました。 

￥ ２，０００  小島（律）君 地区大会、お疲れ様でした。写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ ２，０００ 小野瀬君  写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ ２，０００ 岩田君  地区大会では皆様に大変お世話になりました。 

￥ ２，０００ 渡利君   写真を糸賀会長から頂き、ありがとうございました。 

￥ １，０００  沼野君  写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ １，０００ 北 君  写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ １，０００ 滝澤君  写真を糸賀会長、中嶋君から頂きました。地区大会、お疲れ様でした。 

￥ １，０００ 片平君  写真を糸賀会長から頂きました。地区大会、お疲れでした。 

￥ １，０００ 諸岡君  写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ １，０００ 小島（孝）君 写真を糸賀会長から頂きました。 

￥ １，０００ 関野君  写真を頂きました。 

￥ １，０００ 大竹君  写真を頂きました。早退します。 

￥ １，０００ 荒井君  遅刻しました。 

          小計 25件 ￥67,000   累計 442 件 ￥1,315,000 

 

 

 

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/

