
 

 

   国際ロータリー第2790地区第12分区 
 

松戸北ロータリークラブ 

2016－2017年度 

四つのテスト 

 

言行はこれに照らしてから 

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 

 

 ■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

毎週火曜日12：30より（第1例会18：30） 

「成田国際文化会館」    

松戸市八ヶ崎1-11-13 ｻﾝﾗｲｽﾞﾊｲﾂ101 

047-711-5950 / 047-711-5910 

www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp 

■国際ロータリー会長 ジョン F. ジャーム 

■第2790地区ガバナー        青木 貞雄 

■ 第 1 2 分 区 ガ バ ナ ー 補 佐  小 倉 純 夫 

■松戸北ロータリークラブ会長  森谷 充伯 

■松戸北ロータリークラブ幹事 渕上 啓太 

第2124回 例会 2016年9月25日(日) 

（2016-17年度 地区大会） 
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＜国際ロータリー第２７９０地区地区大会＞  
   

                    
8:30   登録開始       

9:28   RI会長代迎ご入場                    RI会長代理 渡辺 好政 様                           

9:30   点鐘                             ガバナー 青木 貞雄  

    国歌斉唱(君が代) 

    ロータリーソング「奉仕の理想」 

9:35   開会並びに歓迎の言葉                   地区大会会長 野間口 勉  

9:38   物故会員追悼 

9:45   来賓祝辞                        千葉県知事 森田 健作 様 

                                                 成田市長 小泉 一成 様 

9:55   来賓並びに参加者紹介                      ガハナー 青木 貞雄  

     地区外クラブ 

10:05  ガバナー補佐紹介 

     参加クラブ紹介 

      地区内クラブ(分区毎)                   各分区   ガバナー補佐 

10:15   歓迎の言葉                      ホストクラブ会長 石井 量久 

10:20  ガバナー挨拶・地区の現況報告                     ガバナー 青木 貞雄 

10:30  RI会長代理ご紹介                       ガバナー 青木 貞雄 

10:35  RI会長メッセージ・現況報告                   RI会長代理     渡辺 好政様 

11:00   地区大会決議の発表                       ガバナー 青木 貞雄 

11:15   寄付贈呈(ロータリー財団・(公)ロータリー米山記念奨学会・ロータリー希望の風奨学金) 

11:20   表彰(個人) 

11:30   ロータリ一平和フェロー紹介        R平和フェローシップ小委員長 実川  喜夫 

    青少年部門紹介                    青少年奉仕委員長 齋藤 豊久 

    米山記念奨学生紹介                R米山記念奨学委員長 冨  一美 

11:55   諸事お知らせ 

 

                食  事 

 

12:20   パフォーマンス                         JAL(JETS) (30分) 

13:00   アトランタ国際大会参加推進について  アトランタ国際大会参加推進第１ゾーンコ-ディネータ- 北山 輝夫様

13:05   ロータリー財団100周年について           Ｒ財団委員会委員長  宇佐見 透 

13:10   ガバナ-エレクト・ガバナーノミニー並びにガバナーエレクトデジグネイト     ガバナー 青木  貞雄 

13:12   ガバナーエレクト挨拶                  ガバナーエレク  寺嶋 哲生 

13:15  ガパナーノミニー挨拶               ガ バナーノミニ一   橋岡久太郎 

13:18  ガバナーノミニーデジグネイト挨拶           ガバナーノミニデジグネイト 諸岡 靖彦 

13:21  直前ガバナーに花束贈呈                    ガバナー 青木  貞雄 

13:25   次年度地区大会ホストクラブ会長挨拶   柏RC会長 稲垣  典子 

13:30  記念講演「世界情勢と日本経済の将来展望」     (ー財)日本総合研究所 会長 寺島  実郎様 

14:55   謝辞花束贈呈                          ガバナー 青木  貞雄 

15:00  大会を顧みて                       RI会長代理   渡辺  好政様  

    ガバナー謝辞記念品贈呈                          ガバナー 青木  貞雄 

15:10   閉会の言葉                                   地区大会実行委員長 石川 邦紘 

15:15   点鐙                                                         ガバナー 青木  貞雄 
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＜ご挨拶（感謝と挑戦）：青木貞雄ガバナー＞ 
他地区のガパナーご夫妻及び関係者の皆様、そして地区のロータリアンの皆様には、RI会長代理として

渡辺好政氏をお招きして成田市で開催する国際ロータリー第2790地区2016-17年度地区大会に、多数の

ご参加を賜り、誠にありがとうございます。皆様を心より歓迎申し上げます。ジョンFジャームRI 会長

は、特別な配慮をもって2006～08年度RI理事で、RID2690パストガバナーの渡辺好政氏を、当地区の地

区大会RI会長代理として派遣下さいました。渡辺先生のプロフィールは、本冊子記載の通りですが、長 

年のロータリー活動を通じてロータリーの神髄に精通されると共に、2008年国際協議会で、発表された

職業奉仕を幹とする「ロータリーの樹」は、現在も、私たちがロータリーを学ぶうえでの基本となって

います。 

 この度、渡辺先生のお話しを伺える機会をいただけたことは、私は元より、参加者の皆様にとっても、

貴重な機会になると思います。 

 また、本会議2日目には、千葉県知事森田健作様、及び成田市長小泉一成様のこ臨席を賜り、ロータ

リー活動に対する理解と激励の言葉をいただけることは大変ありがたいことです。そして、午後の記

念講演では、広い視野から物事の本質を捉え、かつ冷静な判断力分析力で解説する(ー財)日本総研会

長寺島実郎氏に、「世界情勢と日本経済の将来展望」のテーマでお話をいただきます。 

皆様には、多くの仲間との交流を含め、当地区大会で多くのことを学ぶと共に、当地区大会を大いに

楽しんでいただけると幸いです。 

さて、2016-17年度がスター卜して早3ヶ月、皆さんは、各々のクラブの方針に基づく活動に日々務めて

おられることと思いますが、私は、7月27にスター卜した公式訪問に追われる毎日です。私達地区運営

を司る者は、皆様による出席したくなる例会作り、並びに参加したくなる親睦・奉仕活動の展開に出来

る限りの助言、支援をさせていただく所存ですが、皆様には、私たちロータリアンに与えられた素晴ら

しい仲間との出会い、そして他の人の役に立つことが出来る幾会に感謝すると共に、その感謝の気持ち

に応える奉仕活動、及び感謝の気持ちを分ち合う仲間の輸の拡大に挑戦し、RIの今年度テーマである

「人類に奉仕するロータリー」を具現化していただくようお願いします。 

 最後に当たり、皆様がロータリアンになって良かったと思うことが出来るような活動展開、及び皆

さまのご健勝、並びにクラブの発展を祈念申し上げます。 
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＜祝辞：森田健作知事＞ 
「国際ロータリー第2790地区2016-2017年度地区大会」が盛大に開催されますことを心からお慶び申

し上げます。 

皆様におかれましては、日ごろから地域社会や職場などにおいて、様々な奉仕活動を展開されてい

ますことに敬意を表するとともに、県政の推進に御支援、御協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、2020年東京オリンピック・パラリンピックでは、幕張メッセで7競技が開催されるほか、ア

メリカ陸上チームやオランダの多くの競技が、県内各地で事前キャンプを実施することで合意しま

した。 

このことは、本県の国際的な魅力や知名度を高め、将来を担う人づくりや、大会の波及効果による

経済の活性化、国際交流の推進等につなげるための千載一遇のチャンスです。県では、このチャン

スを生かし、本県の持つ様々な宝・ポテンシャルをより一層磨き上げ、成長産業や観光の振興、農

林水産業の競争力強化などの取り組みを積極的に進めてまいります。 

 

 また今年度は、県の総合計画「新 輝け!ちば元気プラン」実施計画の総仕上げの年であり、県民の

皆様の「くらし満足度日本一」の実現に向けて、災害時の緊急輸送路の耐震補強などによる地域防

災力の向上や、防犯ボックスを核とした地域防犯力の向上など、様々な施策に取り組んでいます。 

今後とも、千葉の未来を担う子どもたちへ、その成果を引き継いでいくことができるよう、首都

圏、そして日本をリードする「日本ーの光り輝く千葉県」の実現に向けて、全力で邁進してまいり

ますので、引き続き皆様の御理解、御協力をよろしくお願いいたします。 

 

 結びに、国際ロータリー第2790地区のますますの御発展と、会員の皆様の御活躍を祈念申し上げま

して、お祝いの言葉といたします。 

＜祝辞：小泉一成 成田市長＞ 
 国際ロータリー第2790地区2016-17年度地区大会が、ここ成田市で盛大に開催されますことをお慶

び申し上げますとともに、県内各地より成田市にお越しいただきました、ロータリークラブの会員の皆

様を心から歓迎いたします。 

 国際ロータリー第2790地区におかれましては、崇高な理念であります「奉仕」の精神のもと、老人

施設への訪問支援や環境保全活動など、地域社会のための活動をはじめ、出前教室や野球・サッカ一

大会などの青少年の健全育成、国際親善・国際支援の推進など、多種多様な活動を積極的に展開さ

れ、数々の輝かしい実績を積み重ねてこられました。これもひとえに歴代ガバナーをはじめ会員の皆

様方の並々ならぬ熱意とご努力の賜と、心から敬意を表する次第であります。 

 

 さて、本市では、今後ますます加速する高齢化社会と医療従事者不足に対応するため、国の国家戦

略特区を通じ国際医療学園都市構想を提案してきた中で、昨月末、文部科学大臣より医学部の設置認

可がおりたことで、今後、最高水準の医療が提供される、世界最高水準の国際医療拠点の整備が進め

られていきます。さらに成田国際空港では、増大する航空需要に対応するため、第3滑走路の新設を

はじめ空港の機能強化策の検討が進められているなど、更なる発展に向けた転換期を迎えており、そ

の役割が期待されております。 

 このようななか、千葉県全体が魅力あるまちづくりを進めるためには、住民の皆様と行政が良き

パートナーとして協働し、地域の諸課題に対して取り組んでいくとともに、奉仕活動を積極的に展開

されているロータリアンの皆様方の地域社会への更なる参画が不可欠でございます。 

 皆様方におかれましては、今大会を契機として、一段と会員相互の絆を深められ、今後も、地域の

模範として、またリーダーとして、地域社会・国際社会の福祉向上にご尽力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 結びに、青木ガバナーをはじめ国際ロータリー第2790地区の益々のご発展と、会員の皆様方のご健

勝とご活躍ご祈念申し上げましてお祝いの言葉とさせていただきます。 
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＜ＲＩ会長メッセージ：ジョン Ｆ.ジャーム＞ 

 

朋友ロータリアンならびに来賓の皆さま 

2016-17年度地区大会へようこそお越しくださいました。地区大会は、互いに親睦を深め、意欲を高

めるだけでなく、アイデアを広げ、計画を立て、ロータリーの未来に向けた準備をするための貴重な

機会です。 

今ロータリーは、言わば転換期となる歴史的に重要な局面に立っています。会員増強をはかるだけで

なく、文化的にも変革を加えなければなりません。この文化とは、「勧誘」や「維持」といった言葉

ではなく、入会への魅力を高めることや会員の参加という考え方を大切にする文化です。クラブをよ

り活発にするために、思いやる心、奉仕の手、新しいアイデア、高潔性がますます必要となっていま

す。地元への愛着が深く、世界をより良い場所にしたいと願う人は誰でもロータリアンとなれる可能

性があります。 

今年度、私たちには成すべき仕事が多くあります。今こそ、これまでの成果を土台として、世界でよ

いことを行うためのより大きな力となるべく、ロータリーが前進するときです。ポリオとの闘いで引

き続き大きな進展を遂げる必要があります。過去数年間でポリオ撲滅活動は重要な節目に到達し、野

生型ウイルスの常在国は2カ国を残すのみとなりました。しかし、撲滅が達成されたわけではありま

せん。ですから今後もポリオ撲滅を最優先とし、ポリオのない世界という私たちの約束を果たすま

で、全力を注いでいただけますようお願いいたします。 

今地区大会が皆さまにとって実り多い大会となりますことをお祈りしております。ロータリーの創設

者ポール・ハリスは、かつて次のように語っています。「結集された努力に限界というものはありま

せん」 

世界中の地域社会で卓越した奉仕を継続し、「人類に奉仕するロータリー」という遺産に輝かしい1

ページを刻めるよう、ともに力を尽くしていこうではありませんか。 

 

＜ＲＩ会長代理挨拶：渡辺好正＞ 

 私は、は、第2690地区、岡山県倉敷市・児島ロータリークラブ所属の渡辺好政と申します。栄誉と

伝統に輝くRI第2790地区の地区大会が、敬愛してやまない青木貞雄地区ガバナーのご主宰により、国

際都市であるここ成田の地において、多くの来賓各位のご臨席のもと、このように盛大に開催されま

すことを、私は、 心からお祝いを申し上げます。本年度のJohn Jerm .R I会長からのご指名があ

り、この地区大会にRI会長代理として参席できますことを生涯の光栄と思い心から感謝しています。 

 RIは、2度の世界大戦や大恐慌など多くの苦難の道を先輩ロータリアンの英知によって克服しつ

つ、世紀を超えて111年の歴史を築いてまいりました。RIの創始者ポール・ハリスは、「世界は絶えず

変化しています。そして、私たちは世界とともにロータリーも変化する心情えがなければなりませ

ん。ロータリー物語は何度も書き替えられなければならないでしょう。」 

と述べています。2016-17年度ほど、この言葉が適切な年度はないと考えます。 

私は、本年1月、サンディエゴでの国際協議会において、John Jerm RI会長エレクトのRotaryServing 

Humanity"「人類に奉仕するロータリー」というテーマ講演を青木貞雄地区ガバナー共々拝聴いたし

ました。4月には、ロータリーの大変革をきたすような規定審議会(COL)の制定案が採択され、7月か

ら実行されて3か月を経たばかりであります。2017年には、ポリオ撲滅が現実となってきたR財団が創

立100周年を迎えます。青木貞雄地区ガバナーは、地区目標として「感謝と挑戦」 “Pursuing Ac-

tivities，sharing the Appreciation"を掲げています。私はこの目標に深い感銘を受けています。

私は、2016-17年度のRIの大変革の底辺を流れるものこそ、BeforeInternet (BI)からAfterInternet 

(AI)への転換期における私たちロータリアン一人一人と各クラブの対応であると考えます。ご参会の

皆様には、この地区大会で大いに学び、交流し、楽しみ、そして、来年のアトランタ国際大会への参

加への挑戦を始められますようご期待申し上げます。 

 

 


