
 

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９月６日発行               第２７６６回例会 

 

 

 

 

 

―本日のプログラム― 

祝事 

会員アンケートからみる竜ケ崎クラブの現状  

佐伯会長 

―次回以降のプログラム― 

9/13 基本的教育と識字率向上月間に因んで  

       ゲスト：龍ケ崎市教育長 平塚和弘様 

   9/20 私とロータリーの友 卓話 

      9/27 クラブフォーラム（会員増強） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2765回例会記録（2016年 8月 30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 佐伯会長 ・ 奉仕の理想 

 

会長報告 

佐伯会長 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

滝澤幹事 

 

 

・第 1回会長・幹事会報告 

＊平成 28 年 8 月 28日（日）筑西市ダイヤモンドホールで開催。 

＊地区総括委員長から 7月に実施された研究会報告。 

＊2820地区情報委員長からｸﾗﾌﾞ中期計画策定を「戦略計画立案ガイド」を活用 

して 12 月末までに草案作例のお願い。 

・平成 28 年 5 月に実施した「会員満足度アンケート」をもとに、当クラブの現状認

識の話し合いを次回の例会で実施予定。（アンケートの取りまとめ資料を配布） 

 

 

ガバナー事務所より： ①ロータリー財団「出前卓話」卓話者派遣のお知らせ 

②クラブ中期計画策定のお知らせ 

・回覧： ①財団寄附一覧表      ②米山梅吉記念館 館報 

  ③アンコールワット第 90 号  ④いのちの電話機関紙 91号 

9月は「基本的教育と識字率の向上月間」です 

 2014 年 10 月に RI理事会は、9月を重点 
分野である「基本的教育と識字率の向上月間」 
に指定した。地域社会で基本的教育を普及し、 
識字能力を高めるためのプログラムを支援し 

成人識字率の向上、教育における男女格差を 
減らすための活動、基本的教育と識字率向上 
に関連した仕事に従事する専門職業人のため 
に奨学金支援を強調する月間とした。 



 

クラブ細則改正について            議長 ：佐伯会長 

2016 年規定審議会の決定により、RI細則とクラブ定款から「入会金」が削除さ 

れ、入会金を支払わなくても入会できるようになった為「クラブ細則から入会金の 

削除」の提案があり、クラブ細則第 12条に基づき例会において審議された。 

定足数の確認 ： 出席委員長より報告があり、本日の例会における「細則改正 

の賛否」の審議開催は成立。 

クラブ細則第 12 条により、「竜ヶ崎クラブ細則の改正」の賛否を諮る。 

 出席会員の３分の２以上の賛成があり、本改正案は成立。 

 

 竜ケ崎ロータリークラブ細則を次のとおり改正する 

  第 6 条 入会金および会費 

第1節 入会金 50,000 円とし、入会承認に先んじて納入すべきものとする。 

    第 2 節 ････会費は年額 230,000 円とし、････ 以下同じ 

 

 

地区研究会報告（その 3） 

 

国際奉仕研究会報告                       国際奉仕委員長 山崎恭弘君 

「この指とまれ」提唱事業・・・国際奉仕委員会として支援していきたいので 

今後理事会にかけます。 

大子ＲＣ  事業名称： タイ東北の農村部の小学校への浄水器支援事業 

      対象地域： タイ ナコンラシャシーマ県 タイ・コラートＲＣ 

      事業内容： 子供たちは長い間雨水等劣悪な水を飲み続けており、 

子供たちの健康に障害を生じている。これまで 3 年間 

コラートＲＣと共同で浄水器支援事業を実施している。概略予算は 54 万円。 

水戸西ＲＣ 事業名称： 本の力を、生きる力に 

      対象地域： 第 2820 地区 ミャンマー 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 

      事業内容： 第 3 回絵本コンクールの開催及び児童図書の制作 

           コンクールの対象年齢は 3部門（3～5歳児、6～8歳児、9～11歳児）。受賞作品を出

出版し（6,400冊）図書館に配架。概略予算は 90 万円 

水戸南ＲＣ 中古消防自動車贈呈プロジェクト 

      対象地域： タイ全域 第 3350 地区 タイ・シーロムＲＣ 

      事業内容： タイでは未だに消防自動車が全土に配置されておらず、水戸市消防本部から無償

で提供された消防自動車を現地で使える状態に整備し、緊急性の高い地域へ配置

する。 概略予算は 90 万円（内 45万円をタイ・シーロムＲＣが負担する。） 

委員会報告 

出席委員会 

大貫委員長 

 

会員 32名、出席 30名                    出席率：93.75％ 

              先々週の訂正出席率：93.75％ 

欠席： 工藤君、関口君 

メークアップ： 第 1回会長・幹事会（倉沢君、若井君、佐伯君、滝澤君）  

取手ＲＣ（若井君、岩田君）  



友部ＲＣ  珊瑚の養殖 

      対象地域： フィリピン、パラワン島コロン市周辺 

      相手団体： 第 3810地区 フィリピン・マニラ 101ＲＣ 

      事業内容：  2013 年 11月 超大型台風ハイエンが世界で最も美しいとされるパラワン島周辺

のサンゴ礁を壊滅状態にした。このパラワン地域に美しいサンゴ礁を取り戻したい。 

            概略予算は 50 万円 

下館ＲＣ  ネパール貧困児童へ学用品援助 

      対象地域： ネパール 

      相手団体： 第 3292 地区 ネパール・カスタマンダップＲＣ 

      事業内容： 貧困児童に学用品を支給し、就学困難な子供たちを学校に行かせ識字率の向上を

目指す。概略予算は 60 万円（内 30万円をネパール・カスタマンダップＲＣが負担す

る。） 

しもだて紫水ＲＣ ペンシルプロジェクト 

      対象地域： フィリピン、マニラ、パサイ、ケソン、パシッグ地区 

       相手団体： 第 3810地区 フィリピン・リメディオス サークルＲＣ、パサイ メトロ サンライズＲＣ 

       事業内容： 使用済鉛筆、ボールペン、ノート等の筆記用具、及びハーモニカ、リコーダー等の楽

器をフィリピンの幼稚園、小学校に出向き、貧困児童に直接手渡しでプレゼントする

事業を年 2 回行っている。概略予算は 25 万円 

鹿島中央ＲＣ 支援した什器類の経年劣化に伴う補充事業 

       対象地域： タイ チェンマイ県 オムゴイ 

       相手団体： バプティスト派 カレン族支援のためのオムゴイ生徒寮 

       事業内容： 2009年より5ヵ年計画でカレン族の子どもの中学・高校進学のための寮へ支援をし

ていたが、先方の気候風土の影響で支援した什器類に劣化（特にベッド）が見られる

ので、それらの補充支援と寮監の生活の援助。概略予算は 60万円 

 

 

青少年奉仕研究会報告                       ガバナー補佐 若井毅君 

 

日時：  2016年 7月 16日（土） 11：00～16：00 

場所：  水戸三の丸ホテル 

出席者： 若井ガバナー補佐 

挨拶：  長谷川國雄カウンセラー 

青少年奉仕委員会の説明： 稲本修一総括委員長  

    第 2820 地区の青少年奉仕委員会は、インターアクト・ローターアクト・ライラ・青少年交換の四つの 

委員会があります。 

インターアクトは高校生が対象で、スポンサークラブは全世界で 19,189 クラブ、会員 441278人。 

日本では 594 クラブあり、第 2820 地区は一番少なく 5 クラブしかありません。 

＊沖縄研修 ７月２９日～８月１日 

＊インターアクト年次大会 ８月２１日  

ホスト校：茨城キリスト教学園高等学校 提唱クラブ：日立港ロータリークラブ 

 



ローターアクトは 18歳から 33歳までが対象で、全世界で 159 ヵ国 18万人以上の会員が活動して 

    いる組織で社会奉仕や専門知識の開発等を企画・運営することにより様々な人の出会い、コミュニ

ケーションを広げることのできる団体です。第2820地区ではスポンサークラブが9クラブあります。 

    是非、インターアクトやローターアクトのスポンサークラブになってほしいとのことでした。 

ライラは 14～30歳の若者を対象に、スキルと人格を養い奉仕、高い道徳的規準、平和といったロ

ータリーの価値観と活動目標を学び、未来を担う青少年の成長を願うプログラムで将来はロータリ

アンとして、又自分達の住む地域の良きリーダーになってくれることを期待しています。 

     ＊第 37 回ライラ研修会「語ってみよう、夢とリーダーシップ」 

開催日時 平成 28 年 10月 15 日（土）・16 日（日） 

開催場所 県立さしま少年自然の家 

 

 

 

 

お誕生日     ・8日：秋田光祥君 

奥様・お誕生日   ・1日：佐伯節子さん ・9日：菊地規子さん ・15日：杉野三千代さん 

・16日：毛利貞子さん ・18日：石嶋貞子さん  

結婚記念日    ・11日：工藤克昌君と恵美さん ・11 日：佐伯優君と節子さん 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

例会を欠席される方は当日午前 10 時までに糸賀副ＳＡＡ（電話090-1619-2899）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・佐伯優 ☆幹事・滝澤健一 ☆ＳＡＡ・毛利昭男 
☆ 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 

9 月の記念日、おめでとうございます 

生きているだけでも幸せ♪ その上にうれしいことがあったなら、 
スマイルボックスへどうぞよろしく♪ 

スマイルボックス 

諸岡君 ￥3,000 先週欠席を致し

ました。山崎君にはお世話をおかけ

致しました。 

久保君 ￥1,000 皆出席にはほど

遠いので。 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

小計   6件  ￥8,000 
累計   76件 ￥587,525 

山崎君 ￥1,000 週報に写真が載

りました。 

小島(孝)君 ￥1,000 週報に写真

が載りました。 

倉沢君 ￥1,000 週報に写真が載

りました。 

池田君 ￥1,000 早退します。 

http://ryugasaki-rc.org/

