
 

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１０月４日発行               第２７７０回例会 

 

 

 

 

 

―本日のプログラム― 

祝事、「米山月間に因んで」   

菊地米山記念奨学会委員長 

 

―次回以降のプログラム― 

      10/11 外部卓話 講師 一龍斎貞鏡（ｲﾁﾘｭｳｻｲ ﾃｲｷｮｳ）様 

             

先代が八代目一龍齋貞山、祖父が七代目一龍齋貞山、義理の祖父が神田伯

龍であり、世襲制ではない講談界に於いて初の三代続いての講談師。 

 

 10/18  クラブフォーラム（社会奉仕） 小島（孝）社会奉仕委員長 

 10/25  5分間卓話  

荒井君、糸賀君、岩田君、片平君 

 

 

 

 

 

 

＊米山月間  日本独自の月間で、特に米山奨学事業の意義を深く認識し、寄付金を募る活動をする。 

そのために米山奨学生や地区役員・委員の卓話を聞き、さらに奨学生から提供される資料を基にクラブ・ 

フォーラムを開催したりすることが推奨されている。 

   

第 2769回例会記録（2016年 9月 27日開催） 

 
 

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 

・10/16（日） ふれあい広場へのご協力をよろしくお願い致します。 

・10/11（火） 外部卓話講師は一龍斎貞鏡（ｲﾁﾘｭｳｻｲ ﾃｲｷｮｳ）さんという三代続いた

30代の女性講談師です。 

 

・倉沢直前ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

・青少年長期交換委員会より「長期交換生候補者」について当クラブから推薦した

関野匠さんが書類審査に合格したとの連絡がありました。 

  

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 
 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報

 2014 年 10 月に RI理事会は、10 月を重点 
分野である「経済と地域社会の発展月間」に 
指定した。貧困地域の経済発展を目的とした 
起業家、地域社会のリーダー、地元団体を含む 

10月は「経済と地域社会の発展月間」です 

地域ネットワークの向上、雇用を促進し支援が行
き届いていない地域社会での貧困を減らし、経
済と地域社会の発展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。 



委員会報告 

出席委員会 

大貫委員長 

 

 

 

親睦活動委員会 

工藤委員長 

 

 

 

米山記念奨学会 

菊地委員長 

 

 

 

社会奉仕委員会 

小島（孝）委員長 

会員 32名、出席 28名                     出席率：87.5％ 

              先々週の訂正出席率：93.75％ 

欠席： 関口君、倉沢君、坂本君、沼野君 

メークアップ： 米山奨学生日本文化体験研修（倉沢君、菊地君）  

牛久ＲＣ（山崎君） 守谷ＲＣ（岩田君、若井君）  

 

・最近、Ｒ.Ｂ.会への参加者が少ない為、是非ゴルフの出来る方は参加して頂けます

ようよろしくお願い致します。 

・10/4 の例会終了後に親睦委員会を開催しますので、委員の皆様はお残り下さい。 

委員名： 沼野君、石嶋君、諸岡君、坂本君、大竹君、大貫君 

 

来月は米山月間です。冊子が配布されておりますのでご一読下さい。また来週私

が卓話をさせて頂きます。例年、この米山月間に皆様から特別寄付金をお預かりし

ており、強制ではありませんがお一人 3 万円となっております。よろしくお願い致し

ます。 

 

10/16（日）龍ヶ崎市文化会館において「ふれ愛広場」が開催されバザーに参加致し

ます。次週から商品を集めますので、ご協力宜しくお願い致します。 

 

 

クラブフォーラム（会員増強）               会員増強委員長 荒井 宏 君 

 本来は 8月が増強月間でフォーラムを開催すべきですが、等々の事情で 

今日にずれこんでしまいました。増強委員は池田君、倉沢君、寺田君で、本来 

なら委員から意見を発表するところですが、倉沢君は急な出張のため休み 

で、池田君、寺田君が公用で早退しており申し訳ございません。 

現況報告書には、増強目標 2名と会長方針にあり、ＲＩ目標にも会員数が 50 

名以下のクラブは 1名、51名以上のクラブは 2名の増強をとあります。地区 

の白戸ガバナーからも具体的な目標数はありませんが、増強を大切にということでありました。フォーラムに

先立ちまして佐伯会長より会員増強についてのお考えをお話しして頂きます。 

 佐伯 優 会長    

 ＲＩ会長より会員増強について例会でプロジェクターにて放映できるよう 

3 分ぐらいのメッセージが届いており、これを皆様に見てもらえたら良かった 

と後悔しております。次の機会に是非見て頂きたいと思いますのでよろしく 

お願い致します。 

 竜ケ崎ＲＣは昭和 34 年 11月 25 日創立で、創立時の会員数は 23名、平均 

年齢が 59歳だったそうで、ピーク時には 55 名、現在は平均年齢が 65.2 歳 

ですから若干年齢は上がっております。会員数も32名で昨年度のスタート時よりもプラスとはいえ、若干少な

目ということで、できれば 50 人近くまでにしたいと思うのですがなかなか難しい現状ですので、せめて 35

名にと思っております。予算的にも 32 名では収支がアンバランスの状況です。どうぞ皆様も周りの方へのア

プローチをして頂きたいと思います。しかし、40代前半から50代の方々はビジネスが忙しく、なかなかお昼の

時間に例会に出席することは難しいように思います。異業種の方との交流できることもロータリーのメリット



ですが、やはり、例会が魅力的であることが大事だと思います。会話が生まれ楽しい例会になるよう、こうい

う卓話がいいとか例会でこういう事をするともっと盛り上がるのではないかとか、何かアイデアがあればど

しどし意見を私達に出して頂いて改善できるところはしたいと思いますのでご協力よろしくお願い致します。 

 

会員増強フォーラムについて                        池田 八郎 君 

 本年度、クラブ事業計画で荒井委員長は純増 2名を掲げております。増強委員会は本年度 2名の新会員が

入会予定と会長に報告しているところですから、目標を達成されます。 

 退会防止については、紹介者を通じてよりよいコミュニケーションをとれるよう努力していく所存です。 

 例会において、新会員によりよい情報（ロータリー情報、職業情報等々）を提供できるよう外部卓話の更な

る充実が必要と思われます。また、つくばの里工業団地をターゲットとしてロータリーの友を配布する等の方

策を取るよう提案致します。 

プログラム委員長 中嶋 義雄 君 

 先日のアンケートの結果から竜ケ崎ＲＣのほとんどの方がほぼ満足されてい 

るということで、これは病院に「何となく身体の調子が悪いんだけど」と行って、 

「いやないですよ、大丈夫ですよ。」と言われる状態のように思います。ここで 

いかに元気になるかというと新会員が増え、平均年齢が下がれば、未来が開け 

るのではないかと思います。 

今はホームページでクラブの会報や卓話の内容等見ることができますから 

これをもっと活用出来ればよいと思います。例えば、来週の講談師、一龍斎貞鏡さんの卓話があることを、分

区内に知られれば行ってみようかなと思うでしょうし、もっと広く知られれば「ロータリーってこういうことや

っているんだ」と自分の地区ばかりかロータリー全体のことを知ってもらえることができますから、竜ケ崎ク

ラブにとってもひとつの手掛かりになるのではないかと思います。 

 

 

 

わが国の国旗は「日の丸（日章旗）」、国歌は「君が代」であると「国

旗及び国歌に関する法律」で決められています。戦後に日本のロータ

リークラブが復活した頃、ロータリーは自主性がなくアメリカナイズ

された集団だと誤解されたことがありました。そこで日本人として当

然持っている愛国心を示すために、例会場に国旗を掲げて国歌を歌う

ことになりました。 

「君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで 」 

「君が代」は詠み人不明ですが、作られたのは１０００年も前で、古今和歌集の短歌のうちの１つです。 

「君が代」は、時代の流れによって歌の意味が変わってきました。平安時代では女性が男性に送った恋

文だとされていて、冒頭「君が代は」の部分が「我君は」となっており、「我君」とは女性が男性を呼ぶ

ときの言い方でした。 そして時が流れるにつれて恋文であったのが、天皇陛下を称える歌という認識に

変わっていきました。日本は天皇陛下を中心に続いてきた国で、日本ほど歴史の長く続いた王国の範疇

に属する国は他にはありません。そして、天皇陛下に敬意を払うといった意味での「君が代」になりま

国旗と国歌について 

おめでとうございます 



した。「君」は天皇陛下を表し、天皇陛下の世が永遠に続きますようにという意味になります。また、[君

が代」は平和を願う歌でもあり、皆でこころ一つに歌うときには、「私たちの世は時代を超えて 千年、

万年と永遠に平和に続くよう結束し、協力し合っていこう 」という内容で、私たちの日本を現在もこれ

からも大切にしようという想いがこの歌には込められているのです。そのことを意識して、毎月例会で

胸を張って国歌を歌いましょう。 

 

 

 

お誕生日     ・1日：小島孝行君  ・5日：沼野晃広君  ・19日：毛利昭男君 ・ 荒井宏君 

奥様お誕生日    ・1日：寺田三枝子さん  

結婚記念日    ・10 日：毛利昭男君と貞子さん  ・24 日：関口英樹君と真由美さん 

・31日：山崎恭弘君と和子さん  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

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 

山崎君 ￥2,000 週報に写真が載

りました。 

 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

小計   11件  ￥17,000 
累計    110件  ￥656,525   

工藤君 ￥3,000 ＲＢ会優勝しまし

た。参加者が少なくなりました。是非

ご参加お願いします。 

滝澤君 ￥3,000 ＮＨＫスペシャル

に出る事が出来ました。放送を見て

頂いた会員がいた事に感激しまし

た。再放送が 28 日の夜 12 時頃から

ありますので是非見て下さい。 

糸賀君 ￥2,000 全国間税会出席

の為例会を欠席しました。岡山での

大会でしたので倉敷市を観光してき

ました。 

大貫君 ￥1,000 例会を欠席しま

して坂本君にお世話になりました。 

10 月の記念日、おめでとうございます 

おめでとうございます 

関野君 ￥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。 

 

寺田君 ￥1,000 早退します。 

 

小島（律）君 ￥1,000 早退します。 

 

池田君 ￥1,000 早退します。 

 

杉野君 ￥1,000 超高速早退しま

す。 

 

スマイルボックス 

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♪ 

http://ryugasaki-rc.org/

