
 

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１１月１日発行               第２７７４回例会 

 

 

 

 

 

―本日のプログラム― 

 新会員入会式（伊藤寂円君、杉野美左子君） 

祝事、卓話・米山記念奨学会 菊地委員長 

 

―次回以降のプログラム― 

11/8    ロータリー財団月間に因んで  

出前卓話 講師: 地区財団委員会 塙 伸一 ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員長（つくばｼﾃｨ RC） 

11/15    5分間卓話 山崎君、渡利君、若井君、毛利君 

11/22  クラブ創立記念日についての卓話   

11/29  5分間卓話 沼野君、中嶋君、寺田君、滝澤君 

 

 

 

 

 ＲＩ理事会と管理委員会は、毎年 11月を「ロータリー財団月間」に指定している。この月間中、クラブは 

少なくとも 1回の例会プログラムを、財団に関する内容とすることが求められている。 

 

   

第 2773回例会記録（2016年 10月 25日開催） 
 

 

点鐘・ソング 久保副会長 ・ 奉仕の理想 

会長報告 

久保副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾛｰﾏ人のﾐｯｼｮﾝに「収益を上げなければどんな組織も社会的使命を達成することが

できない」とあります。病院も同じで元々奉仕の精神が求められる組織ですが、機

器が高額で赤字になります。何とか黒字にする為に薬があるのですが、皮膚がんの

為に開発されたオプシーボという薬が肺がんにも効くのではないかと拡大されま

した。しかし全ての人に効くわけではなく、しかも高額で 1年に 5万人の患者に投与

すると 1兆 7千億円かかります。今はそれを削減する為様々な努力をされています

がこのように奉仕の精神である病院にもお金がかかります。それに引き換えロータ

リーはこういう事が一切ありません。非常に爽やかで清潔であり立派な組織であり

ます。会員増強ではご苦労をされているようですが、本来この組織の一員となり、

この組織に選ばれたということは非常に名誉なことであります。ただ一番の問題

は素晴らしい組織だということをＰＲできないことだと思います。私も普段なかな

か貢献することも出来ず心苦しく思っておりますが、病院におりますので医療の問

題とか何か困った方がいらっしゃいましたらどうぞ遠慮なくお申し出下さい。 

  

ＲＩ第 2820地区 第 7分区 
 

竜ケ崎ロータリークラブ 週 報

11月は「ロータリー財団月間」です 



幹事報告 

滝澤幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

出席委員会 

大貫委員長 

 

 

 

 

 

 

 

情報委員会 

杉野委員長 

 

 

財団委員会 

秋田委員長 

 

 

 

・本日のプログラムに新会員入会式とありますが、来週の例会で新会員入会式を行

いますので訂正願います。 

・ガバナー事務所より：  

①11月のロータリーレート 1 ドル＝102 円 

②社会奉仕・Ｒ財団合同研修セミナーにおけるクラブ社会奉仕事業の発表依頼 

③グローバル補助金プロジェクト表彰について 

④ポリオに関連する活動情報報告について 

・先週の地区野球大会に参加した折、昨年度ガバナー補佐の中村君より今日来日す

るフィリピンのドゥトルテ大統領との懇親会に出席するのでテレビに出るかもしれ

ないから観てくれと報告がありました。場所を尋ねると、以前池田君が安倍総理

とゴルフをした時と同様前日まで明かされないとのことで、やはり国のトップはセ

キュリティが高いのだなと思いました。 

 

 

会員 32名、出席 25名                   出席率：78.13％ 

              先々週の訂正出席率：93.75％ 

欠席： 関口君、寺田君、沼野君、山崎君、佐伯君、倉沢君、小島（律）君 

メークアップ： 龍ヶ崎中央ＲＣ公式訪問（若井君）  

たつのこ柔道大会（佐伯君、滝澤君、小野瀬君、荒井君、糸賀君、 

中嶋君、毛利君、大竹君、片平君、阿部君、沼野君、山崎君、北君 

大貫君、寺田君）15名 

地区野球大会（阿部君、滝澤君、沼野君、山崎君） 牛久 RC優勝 

 

新会員候補 2名のオリエンテーションを 10/20に無事 

行い両名共意欲的な方でした。11/1（火）の例会で入会式 

を行いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

来月はロータリー財団月間でございます。11月のロータ 

リーレートが 1 ドル＝102円ですので 150 ドル＝15,300 円 

を釣銭のないようにお願い致します。なお、来週は私少し 

遅刻して参りますので、大貫委員が受け付けております。 

よろしくお願い致します。 

 

 

 ５分間卓話  ～プロローグ～             プログラム委員会 中嶋 義雄 委員長 

 今期初の 5 分間卓話でございます。今から 5 年以上前の古いＩphoneを 

タイマーにしまして、卓話を始めて頂きましたら 3 分経った時にピッピッと 

鳴り、5分経ちましたらゴングが鳴るようになっておりますのでよろしくお願 

い致します。 

 



「高齢者の心」                           大貫 由美子 君 

  私は高齢者といつも一緒におりますので、91歳と 101歳のお二人の女性の方の 

話しをさせて頂きます。 

まず 91歳の高齢者の方ですが、先週例会後に施設に帰りましたら和紙の包みが 

机の上に置いてあり、中にはトンボの刺繍のある布巾と手紙が入っておりました。 

手紙にはしっかりした字で「大貫様へ ばあさん頑張ってやっと出来たよ。揃わなか 

ったり縫い目が荒れているのは歳のせいだけど心だけは縫い込んだつもり。まぁいいか。91 歳のおばあさん

の作品だものね。そう思って我慢して使って下さい。色使いなどお気に召したかどうか心配です。何はともあ

れ出来上がったのでお届けしました。『トンボ 赤い身体を悠々と伸ばし 青い目をクルクル回し 緑、青、黄色の

羽根 私はね なぁに僕の羽根は大きいよ みんな元気に飛んでお休み 集まって語らい笑う笑う 尻尾が揺

れているよ 目玉がクルクル動くよ 笑っているから楽しいから揺れるんだよ いっぱいトンボが集まってね』」

と添えられていました。この手紙を頂いて本当に心の温かさを頂いたようでとても嬉しかったのです。 

101 歳の女性の方は高齢者スイマーで、25 歳の時に世界記録を樹立し、42 歳で日本記録を保持し、今なお

かつ 101 歳で毎日 1 時間のトレーニングを続けています。この方が元気に歳を重ねる心構えとして、「苦は楽

の為。辛いのはよい薬。記録を更新できれば幸福感を得られるから長生きできる。人は何の舞台でもいいから

達成する場面をもつといい。」と語っておられます。私もやっと 66歳になりました。101歳の方に比べたらまだ

まだ今からかなと自分に言い聞かせながら達成感を得られるような何かを見つけ出したいと思っています。 

 

「めぶきフィナンシャルグループ」                    片平 正夫 君 

  10/1に 常陽銀行は足利ホールディングスと経営統合し「めぶきフィナンシャルグ 

ループ」が誕生致しましたのでその概要をお話しさせて頂きます。基本合意は昨年の 

4 月で、具体的には本部同士で 400回以上の会議を続けた結果今回の統合に至っ 

たわけです。「めぶき（芽吹き）」の意味は“樹木の新芽が出始めること“でグループ 

各社の知見と創意を結集させることにより、瑞々しい発想や新しい価値が次々と生 

み出される様を「めぶき」という言葉で表現しています。 

 それでは概要についてかいつまんでご説明させて頂きます。ホールディングスの本店所在地は東京都中

央区八重洲におきました。当初、納税が東京に行ってしまうのではないかと心配もあったのですが、常陽銀行

は水戸に足利銀行は宇都宮にそれぞれ本社所在地が残されておりますので以前と何も変わらず、ホールデ

ィングスの本社を東京に置いただけでございます。またよく勘違いされるのが合併という言葉なのですが、

細かくいうと合併ではなく経営統合になります。どう違うかというと合併は全部一緒になるということです

が、経営統合というのは経営が一緒でも、常陽銀行も足利銀行もある意味そのまま営業を続けるということ

だと私は解釈しています。具体的には「めぶきフィナンシャルグループ」というカンパニーが常陽銀行と足利

銀行の株を保有して、その下に２行がぶら下がるという形をとっております。株式の公開比率は当行が 1 に対

して「めぶきフィナンシャルグループ」が 1.17 の株を割り当てております。「めぶきフィナンシャルグループ」が

上場会社で常陽銀行は上場が廃止になっておりますので新聞の株式欄も常陽銀行がなくなり「めぶき」に変

わっておりますのでお気づきの方もいらっしゃると思います。社長は当行の寺門頭取と足利銀行の松下頭取

が就任しております。総資産は 15 兆になり地銀の第 3 位になりました。預金残高は 13兆円、店舗数は 332 店

舗、従業員は 6607 人。経営理念は質の高い総合金融サービスの提供を通じ、地域とともに、ゆたかな未来を

創り続けますと致しました。一番言いたかったのはファンド、経営統合の商品がありますので是非これをお買

い頂きたいと最後にお願いして終わりにしたいと思います。 



「ロータリー所感」                          諸岡 佳子 君 

 私は昨年の 7 月に先ほどのお二人と共に入会致しまして、地区大会とかガバナー 

とかという言葉を聞いても何のことやらさっぱりわかりませんでしたが、皆様の後に 

付いてご指導を頂きながら 1年間を振り返ると本当に人の繋がりとご縁と、また先 

ほど副会長が仰っておりました通りこの組織に入ったことへの喜びと感謝を感じて 

おります。先ほどのように例会運営に失敗してしまうこともあり情けなくなることも 

ありますけれども、めげずに前向きに頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

２０年以上前になりますが父がロータリークラブ会員の時に急死しましたものですからその時に初めて伺っ

て「こういうことで退会させて頂きます」とご挨拶させて頂きましたのを渡利君が覚えていらっしゃって、そ

んなことがあったのだなと本当に人との繋がりというものを感じました。これからもどうぞよろしくお願い致

します。 

 

 

 

お誕生日     ・3日：諸岡佳子君  ・6日：大貫由美子君  ・15日：糸賀祥治君  ・19日：渡利千里君 

結婚記念日    ・19日：小島孝行君と敏子さん  ・21日：大竹雅夫君と洋子さん 

・22 日：小島律子君と潤さん   ・23 日：倉沢修市君と美代子さん  

・30 日：秋田光祥君と玲子さん  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

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 

11 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 

スマイルボックス 

工藤君 ￥5,000 例会連続欠席申

し訳ありません。ＲＢ会にて連続優勝

しました。 

ご芳志の寄金、 

ありがとうございました。 

小計    11件   ￥ 22,000 
累計    142件   ￥730,525   

中嶋君 ￥3,000 今期初の 5 分間

卓話です。よろしくご協力のほどを。 

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♪ 

大竹君 ￥3,000 柔道大会への出

席ありがとうございました。写真を

糸賀君、中嶋君から頂きました。 

阿部君 ￥2,000 地区野球大会優

勝しました。山崎オーナーが見てい

る中、滝澤君・沼野君と共に活躍して

きました。 

杉野君 ￥2,000 先日、那須・白河

の紅葉を見に行きました。色づく

木々の葉を見て気分も高揚（コウヨウ）

しました。 

荒井君 ￥2,000 写真を糸賀君か

ら頂きました。 

諸岡君 ￥1,000 5 分間卓話をさ

せて頂きます。 

片平君 ￥1,000 5 分間卓話宜し

くお願いします。 

大貫君 ￥1,000 5 分間卓話をさ

せて頂きます。 

小島（孝）君 ￥1,000 週報に写真

が載りました。 

菊地君 ￥1,000 遅刻です。 

http://ryugasaki-rc.org/

