
 

本日のロータリーソング   「我等の生業」 

我等の生業 さまざまなれど 集いて図る 心は一つ 求むるところは 

平和親睦 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１０月１１日発行               第２７７１回例会 

 

 

 

 

 

―本日のプログラム― 

「講談師について」 

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。 

平成 23年より神保町らくごカフェに於いて勉強会 

「一龍斎貞鏡の会」を始める。平成 25 年より日暮里サニー 

ホールコンサートサロンに於いて、自主興行の独演会『本日の提供は貞鏡でございます～土地に纏わる講談

を読む会～』を定期的に開催中。講談協会定席の他、学校寄席、地域寄席、仏教講談、講談バスツアー、司会

など、講談の可能性を生かして様々な方面で活躍中。 

 

―次回以降のプログラム― 

 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 大貫君、片平君、関口君、諸岡君 

 

 

 

   

第 2770回例会記録（2016年 10月 4日開催） 

 
 

点鐘・ソング 佐伯会長 ・ 君が代、四つのテスト 

ゲスト リュウ・カヒン君（米山奨学生） 

会長報告 

佐伯会長 

 

 

幹事報告 

滝澤幹事 

・たつのこ杯（柔道大会）10/23 への支援のお願いがきています。 

・ライオンズクラブ 50 周年式典 2017.2/11（土）の案内状が届いています。 

・ガバナー月信 10月号 15頁に関野君の投稿が掲載されています。 

 

・例会変更： 水海道ＲＣ 10/5（水）12：00～ 於：常総市生涯学習センター2 階 

           パネル展示見学並びに市長卓話 

・ロータリーレート 1 ドル＝１０２円 

・ロータリー財団出前卓話は 11/2（火）例会にお願いしてあります。 

・回覧： 仙台東ＲＣ 週報 

  

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 
 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報



委員会報告 

出席委員会 

大貫委員長 

 

 

 

社会奉仕委員会 

小島（孝）委員長 

 

 

 

 

プログラム委員会 

中嶋委員長 

 

広報・雑誌委員会 

岩田委員長 

会員32名、出席31名                     出席率：96.88％ 

              先々週の訂正出席率：96.88％ 

欠席： 山崎君 

メークアップ： 水海道ＲＣ（糸賀君、若井君） 守谷ＲＣ（若井君） 牛久ＲＣ（佐伯君）  

地区研修委員会（倉沢君）  

 

10/16（日）「ふれ愛広場」でバザーを行います。出品は会場近くの大貫君の事業

所、介護施設「さわやか荘」で今日から預かります。10/11（火）は例会場でも預かり

ます。前日は出品の値札付けを致しますので、特に女性の方にご協力をお願いしま

す。バザーの開始時刻は 10時、終了時刻は 14：30です。更に詳しいことは次週連絡

致しますのでご協力宜しくお願い致します。 

 

今年度の 5 分間卓話は昨年とは違う順番にしますので、10/25 のプログラム「5 分

間卓話」は、諸岡君、関口君、片平君、大貫君にお願い致します。 

 

◆「ロータリーの友 10月号」紹介。 

・横組 3 頁： ＲＩ会長メッセージ「最後の闘い」 

 ロータリーは 1979年最初にフィリピンの子供達にポリオ予防接種を行った。 

現在では 1週間に 1件未満の発生が確認されている。 

・横組 14頁： 坂本俊雄（東京八王子南ＲＣ）「パキスタンでポリオと闘う」 

 記事を読みますとパキスタンとアフガニスタンとの国境地帯にポリオが残り、ポリ

オワクチン接種関係者が命を落とす危険も伴う地域である。 

・横組 26頁： 米山記念奨学会 地区別寄付額、功労者数、奨学生数 

地区別実績 

地区寄付額 1位 2760 地区(愛知県)   

4 位  2820地区（茨城県） 

・縦組 28頁： 玉造ＲＣ「霞ケ浦の再生を願って」 

◆ガバナー月信 10 月号 15 頁に関野君が書いた記事 

が載っていますので是非ご覧下さい。 

 

 

「米山月間に因んで」              米山記念奨学会 委員長 菊地 達之 君 

 米山月間にあたり米山記念奨学会の概略を説明致します。 

 

1.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会とは 

日本に在留している外国人留学生に対し、日本全国のロータリアン 

の寄付を財源として、奨学金を支給し支援する民間の奨学団体です。 

2.米山記念奨学会のあゆみ 

   1952 年東京ＲＣで米山梅吉氏の功績を記念して始めた国際奨学事業が、195７年国内の全ロータリ

ー地区合同事業に発展したもの。1967 年財団法人。2007 年国際ロータリーの認める多地区合同活動

として手続き。2012 年公益財団法人。 



3.事業の使命 

   将来、日本と世界を結ぶ「懸け橋」となって国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる

人材を育成することです。これはロータリーの目指す「平和と国際理解の推進」そのものです。 

4.米山記念奨学事業の特徴 

   世話クラブ、カウンセラー制度 ： 奨学生はロータリアンとの交流を通じて、奉仕の精神に触れ、自ら

の精神を磨いて、人生観、職業観を高めます。ロータリアンにとっても金銭的な支援だけでは得られな

い感動を体験し、事業への理解も深まります。国内では民間最大の国際奨学事業です。 

5.寄付金と財政の状況 

   頂いた寄付は奨学事業のために使われます。 

   2015年寄付収入は 15億 7700万円。費用合計にたいする事業費の割合が 95.1％と極めて公益性が

高い。 

6.米山記念奨学会への寄付について 

   普通寄付 ： 日本の全ロータリアンからの定期寄付 

   特別寄付 : 任意寄付。個人、法人、クラブ寄付 

  全ての寄付は税制優遇が受けられます。所得控除または税額控除。 

7.米山学友の活躍 

   巣立った学友は 1万 8千人超。 

8.奨学金プログラム 

   募集、選考には指定校推薦制度を導入。地区が選定した指定校より優秀な生徒を推薦してもらい、

地区が面接・選考する。 

9.地区の米山奨学生が決まるまで 

   奨学会で地区ごとの奨学生数を決める➡地区で指定校と被推薦者数を決める➡指定校と募集要

項を奨学会ＨＰで発表➡指定校説明会➡指定校の学内選考と申し込み➡被推薦者にオリエンテーショ

ン➡書類選考、面接試験実施 

      ＊第2820地区の指定校： 筑波大学、茨城大学、流通経済大学、東京芸術大学（取手）、常盤大学、 

茨城キリスト教大学 

 

 

                  

 

・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 

 

 

 

10 月のお誕生日、おめでとうございます 

おめでとうございます 



 

 

 

10/3 から新学期が始まり、修士論文を本格的に書く時期になりました。 

                9/29から米山奨学生研修旅行に参加し、日本文化を学ぶ貴重な体験を

することができました。 

 

 

毛利ＳＡＡより： 今までリュウ君の席は真ん中に固定していましたが、次回から別のテーブルに 

       も回ってもらえるよう本人と工藤カウンセラーに了解を得ましたので、月に一度 

ですが皆様と是非交流して頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

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 

スマイルボックス 

中嶋君 ￥3,000 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    9件  ￥26,000 
累計    119件  ￥682,525   

毛利君 ￥5,000 誕生日祝いを頂

きました。結婚記念日祝いを頂きま

した。 

荒井君 ￥7,000 誕生日祝いを頂

きました。早退します。 

小島（孝）君 ￥3,000 誕生日祝い

を頂きました。 

佐伯君 ￥2,000 週報に写真が載

りました。 

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♪ 

寺田君 ￥2,000 妻の誕生日祝い

を頂きました。 

沼野君 2,000 誕生日祝いを頂き

ました。遅刻しました。 

 

倉沢君 ￥1,000 先週の会報に写

真が載りました。 

 

坂本君 ￥1,000 例会を休みまし

た。 

 

今月のリュウ・カヒン君 近況報告 

おめでとうございます 

http://ryugasaki-rc.org/

