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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 

 

 

第2206回 例会 2018年6月13日(水) 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

毎週水曜日12：30より（第1例会18：30） 

流山市前ヶ崎717「柏日本閣」      

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 イアン H.S. ライズリー 

■第2790地区ガバナー      寺嶋 哲生 

■ 第 1 2 分 区 ガ バ ナ ー 補 佐  安 蒜 俊 雄 

■松戸北ロータリークラブ会長  平田  洋一 

■松戸北ロータリークラブ幹事 大川 高明 



 

 

 

 
 

＜会長挨拶・報告：平田洋一会長＞   
みなさんこんにちは 

本日が安蒜Ｇ補佐最終クラブ訪問となります。 

安蒜Ｇ補佐におかれましては、１年間ご指導を賜りました事と「地区・分区」と

の円滑なコミュニケーションにより、我がクラブを正しい方向へ導いていただき

ました事を松戸北ロータリークラブの代表として心より感謝申し上げます。 安

蒜Ｇ補佐、１年間有難うございました。最終の会長幹事会も６／２２に予定をし

ております。最後までよろしくお願い致します。 

また、安蒜Ｇ補佐をはじめ蔵本Ｇ補佐幹事・１２分の会長幹事には心より御礼申し上げます。 

例会終了後に、クラブ協議会を開催いたします。今年度の結果報告として５大奉仕委員長の報告がありますの

で、こちらも最後までよろしくお願い致します。 

さて、覚えていらっしゃる方もいると思いますが8年程前ライラに参加させて頂いた長女より、先週結納の話を

しましたこのタイミングで彼氏が出来た宣言をラインでされました。 

今年９月で２９歳になる長女は今まで浮いた話がなかったので、父としては少し心配していたのですが、いざ

宣言されると複雑な気持ちになりました。 

先輩たちも、このような状況を経験している方が多いと思いますが、どのように感じましたでしょうか？ 

私も今後、娘から彼氏を紹介され、いずれは「お嬢様を下さい」と言われる日が来るかもしれないと、今から

そのような事を考えている今日この頃でございます。 

また、ここ最近ギフト業界の集まりに出られなかったので業界の友人が企画した親睦会に土曜日から昨日火曜

日まで島根、鳥取に行ってまいりました。 

出雲大社では日本のルーツを勉強して、日本の歴史を感じることができました。  

＜第2206回：例会プログラム＞  
12:30 点鐘                   平田洋一会長 

     ロータリーソング斉唱  

     【♪我等の生業】 

12:33 お客様紹介                髙橋一彦会長エレクト 

12:35 会食 

13:00  例会再開 

       会長挨拶・報告              平田洋一会長 

    幹事報告                 大川高明幹事 

13:10 ガバナー補佐クラブ訪問       安蒜俊雄ガバナー補佐 

13:15 各委員長成果報告     

13:25【委員会報告】 

     ■社会奉仕委員会  社会奉仕基金発表  渕上啓太委員長 

     ■ニコニコ委員会  本日のニコニコ発表 崎谷延好委員   

 

13:30 点鐘                                   平田洋一会長 

 

＜幹事報告：大川高明幹事＞ 

・「松戸市スポーツ振興基金」の協力について 

松戸市ではスポーツ活動の振興に資するため「松戸市スポーツ基金」を創設して

おります。この趣旨について賛同いただける方へのご支援・ご協力（寄付金）の

お願いが市より来ています。ついては詳細についての説明に6月27日（水）の例

会に来られます。当クラブとしては説明を聞いたうえで判断します。 

・「ＭｙＲｏｔａｒｙ」アカウント登録手引きについて 

表記手引きが下記ＵＲＬで提供されております。ぜひダウンロードし、この手引

を参考にアカウント登録をお願い致します。「ＭｙＲｏｔａｒｙ」にはいろいろなデータ、情報があります。 

・例会変更について 松戸東ロータリークラブ 

 6月22日（金） 第4例会 通常例会に変更 点鐘：12：30 

 6月29日（金） 第5例会 夜間例会（今年度最終） 点鐘：18：30 
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＜ニコニコ委員会：崎谷延好委員＞ 

■安蒜俊雄ガバナー補佐：1年間大変お世話になりました。皆様方のご健勝と

貴クラブの益々のご隆盛をご祈念申し上げます。 

■小林 弘会員：体調不良で仮欠席が多く申し訳ありません。平田会長、大川

幹事年度も終わろうとしております。1年間大変御苦労様でした。すべて立派

でした。欠席が多い為少し早めにお礼申し上げニコニコします。 

■髙橋 清会員：社会奉仕の皆さん芋の苗付けご苦労様でした。今後ともよろ

しくお願いします（休み勝ちの会員より）   

■小林 辰幸会員：誕生日のお祝いありがとうございます。今年の6月は節目が幾つかあります。仕事は決断の

月、家庭は長女が結婚します。思い出多い平成30年の誕生日54歳です。感謝！！ 

■大川 高明会員：６/１１大阪へ行ったときに、昨年西クラブとの合同例会のお客様元阪神タイガースの上園

投手とお会いし楽しい時を過ごしましたのでニコニコします。上園さんと最終電車まで話が盛り上がりまし

た。 

■井桁 裕之会員：歓迎会ありがとうございます。非常に楽しくうれしかったです。これからもよろしくお願

いします。 

《会報編集委員》沖昌彦・長島 正巳・髙橋修・野澤新之助 社会奉仕基金 2,701円 

  

 渕上 啓太 社会奉仕委員長 （代読 大塚精一副委員長） 

本年度社会奉仕委員長の渕上で御座います。 

先ずは我クラブの社会奉仕委員会として恒例事業となっております芋掘りに

ついて報告申し上げます。私も先輩より引き継ぎ30年以上続いております当

事業ですが、市内の仲良し学級の生徒さん、父兄の方、教職員の皆様、併せ

て150人の方々と共に昨年の10月11日に「さつま芋掘り」を実施致しました。 

前年度より蔓の処分～畑の耕し～肥料まき～畝作り～苗植え～草取り～蔓返

し～そして当日も早朝より我クラブ会員のサポートを頂き無事に終える事が

出来ました。 残念ながら空梅雨の為育ちが悪く収穫量は過去に無い不作と

なってしまいましたが、子供たちが笑顔で土を掘る姿とそれを見守る父兄の方々の笑顔にとても充実した思い

になりました。 

 次年度に向けて、既に当月4日に苗植えまでは完了しております、天候から推察しますとここまでは雨と晴れ

が交互にあり良い状況と思います。 

また、今後に向けての課題も何点か浮き彫りになりましたが次年度委員長に引き継ぎつつより良い奉仕活動を

と思いました。 

二番目に東北被災地視察を行いました 

当会独自の奉仕として基金を設け数年来JETO宮城へ被災地の復興の視察も兼ね毎年寄付行為を行いに被災地訪

問を行っておりました、 

 昨年後に先方の不都合などもあり停止致しました。 

今年度最初の委員会でメンバーより被災地へ視察、追悼を、との声がきっかけとなり本年1月24～25日の日程で

夜間移動例会も兼ねて女川町被災地・・・大川小学校・・・名取市ゆりあげ地区・・・荒浜被災地などを視察

し献花をして参りました。 震災を風化させる事の無い様、参加会員の気持ちに刻みました。 

そして夜間例会に於いては仙台市内でさらなる親睦を深め、普段ゆっくりとお話が出来ない先輩会員からロー

タリーについての深いお話しを伺う事が出来、とても充実した時間を過ごすことが出来ました。 

以上で本年度の社会奉仕委員会の活動報告で御座います。  



  

                                                    WEEKLY  REPORT 

■米山梅吉 (UMEKICHI YONEYAMA)■ 

1920年世界855番目のＲＣ(東京ＲＣ)を創立し、日本に初めてロータリーを導入した。東京ＲＣの初

代会長に就任し、日本のロータリーの発展の基礎を築いてくれた偉大な人である。  

  

 正司 進 出席親睦活動委員長 

出席親睦活動委員会です 

この1年と言うことでございますが、何とか無事に務め上げたかなと思います。 

時々名前を読み間違えたり、ミスがありましたが皆さん寛大で許していただきま

した。まだ来週大事なことが残っておりまして、これが今一番大変でございま

す。長島さん鈴木さんに手伝っていただきまして進めている状態でございます。

来週もよろしくお願いします。  
  

 

 中原 光男 ニコニコ委員長 

本年度は吉田、小林（弘）、崎谷、中原会員にて担当いたしました。 

「目標」「活動計画」共に目的を達することが出来ました。ご協力感謝申し上げ

ます。 

特に協力金額の目標は「100万円」でございましたが、6月13日現在で「100万

円」を超えました。6月末にて積み増しできること、期待しております。 

なお本年度、特にご協力いただいた会員に対して金額、回数、コメント内容など

を参考に委員会表彰をいたします。ご期待ください。 

表彰は来期の始めに行いたいと思います。  
  

 

 沖 昌 彦 会報・雑誌・広報委員長  

 1年間の活動を検証いたします。 

まず、活動計画の1であげていました、写真等をより多く掲載し、ホームペー

ジの充実を図ることにつきましては、例会の写真のみならず、例会以外の活動写

真を多く載せたりして、見ていただく方々に一目で活動内容を知っていただける

ようになった点について達成できたと考えています。 

活動計画の2、3で掲げましたＳＮＳを利用したり、マイローターリーを活用

した広報活動につきましては、自分自身あまり利用したことがありませんでした

ので、当初はチャレンジしていこうと思っていましたが、毎週の会報を作成する

ので精一杯で、なかなか新しいことを勉強することができないことを言い訳に

し、結局はチャレンジすることなく目標を達成できなかったことが反省点です。 

 

 

 大川 隆永 会員増強委員長  

【目標】 「45名で45周年」をスローガンとして全会員が一丸となって積極的に

増強活動を行い純増１名を達成する。  

             ・結果 会員数３９名⇒４０名 １名純増（松丸会員） 

【活動計画】   1. 昨年と同様にグループ毎にターゲットを絞りアプローチする。 

         ・結果＝８/２３日 会員候補者の選出 ⇒ ５名  

          2. 増強に対する問題点を議論し改善する。 

           ・結果＝議論の場を作れず進展ナシ  

       3. 会員の退会防止に努める。 

           ・結果＝達成 退会者０人  

 

＜ガバナー補佐退任ご挨拶：安蒜俊雄ガバナー補佐＞ 
2017-18年度第12分区ガバナー補佐を拝命しております、松戸東ＲＣ所属安蒜

俊雄と申します。くしくもロータリー入会以来29年目にして仰せつかった大役

も、早1年が経ち、この6月末をもって退任いたします。次年度ガバナー補佐に

は、貴クラブの野村充氏があらたに就任いたします。今後とも、どうぞよろしく

お願い致します。 

この間、松戸北ＲＣの皆様には大変なご協力をいただき有難うございます。 

思い起こしますと、寺嶋ガバナーの公式訪問に始まり、昨年10月には情報研修

会がございました。そして、本年2月にはＩＭも開催されました。それぞれの行事に多数の方々のご出席・ご協

力をいただき、成功裡に導いていただいたことにあらためて感謝申し上げます。 

ガバナーからガバナー補佐への要請は、各クラブの活性化を目的として尽力すること。特に、分区内会長幹

事会を中心に、情報の交換等、コミュニケーションの充実を図ることでした。その点に関しましては、平田会

長・大川幹事の積極的なご協力により、5クラブ会長幹事会のメンバー同士の親睦や情報交換が十二分に行われ

たと思います。 

その成果もあって、各クラブの会長・幹事のリーダーシップの下で、本年も12分区内各クラブは充実した

ロータリー活動を展開されたものと自負しております。その中でも、北クラブ様は本年４月に４５周年式典、

祝賀会を見事に挙行されました。歴史と伝統を大事にされる風土、会員同士の連携や絆の強さを感じました。 

おわりに、松戸北ロータリークラブ様の本年度目標達成と共に、平田会長・大川幹事はじめ会員諸兄にとっ

て充実したロータリー活動になりましたことをお慶び申し上げ、来年度に向け、益々のご発展をご祈念申し上

げます。 
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＜委員会成果報告＞ 

大塚 精一 ＳＡＡ 

本年度の活動報告ですが、メンバーは齋藤國春会員、正司会員、沖会員と私

の４名です。活動内容は、会場が日本閣に移動してからは会場設営が無くなっ

た関係から会場にある黒板の例会プログラムの日付と回数を変更すること、例

会開始の鐘を鳴らす事だけです。 

ＳＡＡの仕事は例会会場の整備により例会を能率的に進めること、安蒜ガバ

ナー補佐のような来賓者に気持ちよく過ごして頂くことなどが考えられます

が、それを今はほとんど日本閣でして頂いていますので、ＳＡＡの出番があま

りないのが現実です。 

以前の一幸では会場設営のため、高橋一彦会員・正司会員と私の３人で誰が一番早く来るのか争っていたよ

うな事が思い出されます。  
 

並木 幸雄 研修リーダー 

本年度、研修リーダーを会長から拝命を受けたわけですが、大変苦しみながら出演

させていただきました。一応年５回ということで、予定した研修会は終了することができ

ました。先ほど安蒜ガバナー補佐から話がありましたように寺島ガバナーの理念と実

践ということで、ロータリーの理念についての研修も多少行ったつもりであります。 

私も研修リーダーを受けて自分も勉強になりました。松丸さんと野澤さんとでメイ

キャップを松戸東、中央ロータリークラブで行いました。 

他のクラブを訪問して雰囲気を得るのもいいかなと思っています。 

1年勉強させていただきどうもありがとうございました。  

 

 小澤 直之 プログラム委員長（代読 野澤新之助委員） 

まず配布後のプログラムの変更が数回ございました事をお詫び申し上げます。 

例会自体、短い時間ではございますが、会員の皆様から預かった貴重なお時間

を円滑に無駄なく計画していくことが、想定以上に大変だと感じた1年間でし

た。しかし委員会の柳会員・野澤会員との連携のおかげでゴールすることがで

きたのでお二人に対する感謝と、会長・幹事含め私からの質問事項に回答いた

だいた先輩方には御礼を申し上げます。 

次年度は幹事という役を担うので、この経験をもとにプログラム内容が頭打ち

にならぬよう次年度プログラム委員会と連携を取って頑張りたいと思います。 


