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国際ロータリー 第2790地区 第13グループ 
 

 

松戸北ロータリークラブ会報 

 「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2211回 例会 2018年7月18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     バリー・ラシン  

■第2790地区ガバナー       橋岡久太郎 

■第13Ｇ アシスタントガバナー   野村 充  

■松戸北ロータリークラブ会長  髙橋 一彦 

■松戸北ロータリークラブ幹事   小澤 直之 

2018-2019年度   
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＜第２２１１回 例会プログラム＞ 

              
           12:30   点鐘                    高橋一彦会長    

           12：33   お客様紹介                     大川高明会長エレクト  

           13:00   会長挨拶・報告                 高橋一彦会長  

                  幹事報告                        小澤直之幹事  

                      13:05     就任挨拶   クラブ研修リーダー      長島正巳研修リーダー  

                                                  国際奉仕委員会        小澤盛明委員長  

                                           青少年奉仕委員会     齋藤國春委員長  

                                       親睦活動委員会        渕上啓太委員長  

           13:25      本日の社会奉仕基金発表         大塚精一委員長  

                               本日のニコニコ発表                   崎谷延好委員 

                      13:30      点鐘                               高橋一彦会長  

           13：30   クラブ協議会 

 

＜会長挨拶・報告：髙橋一彦会長＞ 
  

 本日は早朝7時より大変に暑い中、ロータリー農園の雑草除去作

業が行われました。 

 

大塚社会奉仕委員長はじめ参加して頂きました会員の皆様にはお礼

申し上げます。 

本当にお疲れ様でした。 

 

 さて、今期は当クラブより『ガバナー補佐』が輩出されている訳ですが、私も含め若年層会員にも

ガバナー補佐とはどんな役目か理解を深めて頂きたいと感じ、ロータリー辞典を覗いたところ少し資

料がありましたのでお話しをさせて頂きます。諸先輩方には繰り返しの内容とは存じますが若年層会

員へのレクチャータイムとご理解頂ければ幸いです。 

  

 ガバナー補佐（役職名がアシスタントガバナー）とは地区ガバナーより任命され、指定されたクラ

ブの管理運営に関してガバナーを補佐する責務を担うとあります。 

ガバナーが全てのグループの各クラブを細かく理解するために手助け、いわゆるアシストをする役で

ございます。アシスタントという言葉はご存知の通り『助手』でございます。 

7月第一例会に「委嘱状」を野村ガバナー補佐にお渡しをさせて頂きましたが、その日に至る数年前

より地区の会合・研修等に通われ、大変な役目であると存じます。 

 

 本日も当クラブの情報をガバナーに伝達するために松戸北RCでの「クラブ協議会」が予定されて

おります。 

  

 また、来る8月1日にはその情報をもとにG公式訪問が松戸RCとの合同例会にて開催される運びと

なっております。5大奉仕委員長におかれましては発表においてもG補佐輩出クラブとの事で意識を

されて頂いていると存じますが、ご協力を宜しくお願い申し上げたいと思います。 

 

会員皆様にも出席・参加のお願い申し上げ本日の挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 

 

《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 社会奉仕基金 3,104円 
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【2018～2019年度 役員・理事】 

 

 

【2018～2019年度 委員会一覧】 

役   職 氏     名 役     員 （8名） 理    事 （5名） 

会 長 髙橋一彦 会    長   髙橋一彦 大塚精一 

直 前 会 長 平田洋一 直前会長   平田洋一 小澤盛明 

 大川高明 会長エレクト 大川高明 齋藤國春 

副 会 長  正司進 副 会 長   正司進 柳孝実 

幹 事 小澤直之 幹    事   小澤直之 渕上啓太 

副  幹  事 柳孝実 会    計   小菅正彦   

副  幹  事 大塚精一 S  A  A   沖昌彦   

会    計 小菅正彦  長島正巳   

副  会  計 織田証     

S A A 沖昌彦     

副S A A 正司進・齋藤國春・野澤新之助 

 長島正巳     

会 計 監 査 吉田俊一・渡辺敏弘 

委 員 会 委 員 長 副委員長 委     員 

ク ラ ブ 奉 仕 委 員 会  正司進 柳孝実 大川隆永 渕上啓太 沖昌彦 

プログラム委員会  柳孝実 大塚精一 沖昌彦 野澤新之助 

出 席 ・ 親 睦 活 動  

ニコニコ委員会 

渕上啓太 寺川忠男 石井新一 吉田俊一 崎谷延好 三村藤明 

児山守治 沖昌彦 加賀谷正 野澤新之助 

関征啓 松丸政司 井桁裕之 

 大川隆永 野澤新之助 森谷充伯 髙橋修 

 沖昌彦 大川隆永 石井新一 小林辰幸 大川高明 

職 業 奉 仕 委 員 会  平田洋一 森谷充伯 小澤盛明 

社 会 奉 仕 委 員 会  大塚精一 大川高明 池田清 齋藤和實 高橋清 渕上啓太 

国 際 奉 仕 委 員 会  小澤盛明 髙﨑卓哉 織田証 

ロータリー財団委員会 並木幸雄 鈴木悦朗 小林弘 

米山記念奨学会委員会 池田清 中原光男 浅野久 

青 少 年 奉 仕 委 員 会  齋藤國春 小林辰幸 井桁裕之 

 

  

＜本日のお客様＞ 
 

公私ともお忙しい所、当クラブの例会にお越しい

ただき有り難うございました。 

野村充ガバナー補佐 
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③社会奉仕委員会 大塚精一委員長 
  

社会奉仕委員会年間活動計画（１０１８～１９年度） 

 

本年度、松戸北ロータリークラブの社会奉仕委員会の委員長を拝命

しまた 大塚と申します、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 松戸北ロータリークラブにおいて、例年実施しておりますメーン行事として近隣小中学校のなかよ

し学級の子ども達を招待してのさつま芋掘り大会があります。 

  

 本事業は３０年近く継続しているもので社会奉仕委員会が担当しております。昨年の例を紹介させ

て頂きますと５校の小中学校を対象として生徒１１１名、保護者３６名合計で１４７名の方の参加を

頂き、大変喜ばれています。 

 

 さつま芋掘りは簡単に申し上げますと、畑に芋苗を植えて秋に収穫するものです。しかしながら、

中身はそう簡単ではありません。まず、さつま芋を植える畑が無ければなりません。用地については

幸い松戸北ロータリークラブの 会員の畑を利用させて頂いております。 

  

 次に畑の管理ですが、４月初旬に除草を兼ねトラクターで耕します。５月初旬に肥料を散布しトラ

クターで耕します。５月中旬になるとさつま芋を植えるための畝づくりをします。それでいよいよさ

つま芋の苗を植え付けです。植え付け後には水もやらなければなりません。７月中旬には草取りを実

施します。９月中旬には草取りとつる返しを行います、つる返しは養分を分散させない為のとても大

切な作業です。そして１０月中旬にいよいよ芋掘りとなります。 

 それから子供たちの学校と農園の送迎に観光バスを利用していますが、このバス代がこの事業の大

きな出費となっております。 

  

 さつま芋掘り大会は松戸北ロータリークラブが毎年実施している大きな事業です。この事業は子ど

も達のキラキラした目と喜びを我々が会員として感じる事もうれしいのですが、松戸北ロータリーク

ラブにとって会員相互の結束を図ったり親睦を深めたりする事もできるので、継続は力なりという言

葉を信じ可能な限り続けていかなければと考えております。 

 

 それから、東日本大震災の応援につきましては今一度見直し、何ができるのか、何が最善なのかを

検討して参りたいと考えております。 

 

 その他として、身近な事で松戸北ロータリークラブにおいて出来る事あれば、その都度、会長幹事

と相談し理事会に図り検討して参りたいと考えております。 

 

以上が、松戸北ロータリークラブ社会奉仕委員会の本年度の年間活動計画です。 

ご清聴ありがとうございました。 
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＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 
 

①松戸中央ロータリークラブより例会変更のお知らせがありました。 

  30年7月12日（木） 夜間移動例会 場所：ラ・ラナリータ 点鐘：18：30 

  30年8月16日（木） 定款第8条第1節により休会 

 

②地区より米山記念奨学委員長セミナーの開催（2018年8月25日）のお知ら

せ届いています。 

 

③地区よりロータリー財団セミナーの開催（2018年9月1日）のお知らせ届いています。 

 

④柏東ロータリークラブ・流山ロータリークラブより・・・今期活動計画書が届いています。事務所保管とさせていた

だきます。 

⑤2018-2019年度 地区研修・協議会の報告書が届いています。事務所保管とさせていただきます。 

＜就任挨拶：長島正巳クラブ研修リーダー＞ 
 2018～19年度クラブ内研修計画及び協力依頼 
 

 研修制度が開始し、早3年が経過しました。 

諸先輩に於ける貴重な研修を終えられた、入会年度の浅い会員の皆さ

んに於かれては、すでにかなりのロータリー知識を会得された事と推

測いたします。 

  

 さて、今年度も諸先輩の研修を土台に研修を進めてまいりたいと思っております。 

何卒、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 今年度のガバナー方針にもありますように、チャレンジの年とのことですので、クラブ内研修も

チャレンジ精神を発揮し、自クラブの今後の発展の素材又は改良点等々の発掘材料の収集の為、自ク

ラブ並びに13グループから飛び出て、メイキャップを主体とした、研修を行いたいと考えておりま

す。北は北海道、南は沖縄を、また都心のクラブ等々年間４回に於ける研修を企画し、多くのロータ

リアンとの交流を深め、明日のクラブ作りに役立たせ、実の有る研修成果を目指します。 

従来は、入会年度の浅い会員を中心に研修を実施してまいりましたが、他クラブへのメイキャップ

は、すべての会員の皆様を対象として、実施したいと思っております。入会年度の浅い会員の方々に

は、より一層積極的な参加をお願い致します。 

 

◎実施予定 
＜沖縄地区＞ 

本年11月11日の週に沖縄県那覇市内所属クラブを選択予定（15日～17日） 

 

＜北海道地区＞ 

来年3月10日の週かもしくは、24日の週に北海道札幌市内所属クラブを選択予定 

：両地区とも遠距離の為、2泊3日の日程にて計画致します。 

 

＜近郊の地区＞ 

12月と4月を予定 

＊メイキャップを行い各自が自クラブの在り方、クラブライフの過ごし方の足しに出来ることを目標

にしたいと思います。 

＊尚、自クラブの例会に影響の無い日程でメイキャップを実施いたします。 
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＜就任挨拶：国際奉仕委員会 小澤盛明委員長＞ 
  

 本年度、国際奉仕委員会委員長を仰せつかりました小澤です。副委

員長に高崎会員・委員に織田会員の３名で、１年間活動させて頂き

ますので 宜しくお願いいたします。 

 

 国際奉仕とは、 ロータリーの第4奉仕部門で、国際理解、親善、

平和を推進するために実施する全ての活動を言います。初期のロー

タリーには今日の人道的奉仕活動を主体とした国際奉仕の概念は無

かったそうです。 

  

 第１次大戦中 アメリカ・カナダ・ヨーロッパのロータリークラブの活動により 国際間の理解と

親善と平和を推進する という国際奉仕の概念が、1922年に綱領の第6項目として正式に明文化され

現在に至っているようです。 

 

 国際奉仕には 世界社会奉仕活動、国際レベルの教育及び文化活動、特別月間と催し、国際的な会

合の四つの分野があります。 

   

①世界社会奉仕活動は、WCS活動と称され発展途上国や開発途上国に対し援助を海外の地区やクラ  

 ブに求め、協力して奉仕活動を行う事です。 

   

②国際レベルの教育及び文化活動とは、ロータリアンや家族のための国際交換プログラムや国際青少 

 年交換プログラムで、外国の文化に触れ、学ぶ機会を提供するものです。 

   

③特別月間と催しは、毎年2月 世界平和に不可欠な理解と親善を強調したプログラムを実施するよ 

 う求められています。 

   

④国際的な会合は、国際大会への参加や海外クラブとの緊密な友好関係を築くことにより国際親善と 

 親睦活動の推進にあります。 

 

以上のことを踏まえ今年度の目標として、 

  

日々変化する国際情勢を鑑み当クラブとして、どのような活動をすれば国際貢献が出来るか、会長意

向の元 奉仕活動を模索していきます。 

 

活動計画として、 
   

  １．地区奉仕委員の方に卓話を依頼し、ロータリークラブの国際奉仕活動状況などを勉強する機 

    会を設けたい。 

   

   ２．会長を軸に、国際情勢の情報収集に努める。 

    

   ３．他国のロータリークラブとの交流機会を模索する。  

 

と言う形で活動していきたいと思いますので 宜しくお願いいたします。                                                
                             

以上。 
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 徳を積むことによって富は後からついてくるという考えです。これをそれぞれの職業を通じて実践

し、奉仕に繋げることができたら、社会の役に立ちながら利益としての「得」も、人徳としての

「徳」もえることができるのではないかと思います。             

  

 さて、ここで「職業奉仕」という言葉の意味を振り返ってみたいと思います。広義に解釈します

と、それぞれの職業、仕事を通じて奉仕を実践するという意味です。もう少し噛み砕いて考えると、

日々の職業活動を通して、一緒に働く職場の人々や取引先の関係者、ひいては地域社会へ奉仕を実践

し、ロータリアンとして周囲の人々の模範になることを指します。 

  

 ここで言う奉仕というのは、なにも寄付や清掃活動といった大きなことに限らず、我々が日常より

実践できる奉仕です。それは、従業員や顧客、はたまた環境への小さな配慮といったことや、今一

度、どうして企業活動を行っているのかという原点に立ち返り行動してみることも職業奉仕の一環で

はないかと思います。そうすることで、自身の職業の品位を高めることにもなり、地域社会を牽引す

るというロータリアンとしての理想に近づくことができるのではないでしょうか。 

 

「損して徳取れ」というのは、最初は簡単に実践できることではないかもしれません。しかし私たち

が従事する仕事、すなわち経済活動というのは社会の需要によって成り立っているものです。自分は

企業活動を通じて社会にどのように関わり、貢献できるのか、今後どのように貢献していきたいのか

を、まずはそれぞれが考えてみることが職業奉仕への第一歩になるかと思います。 

 

活動計画としましては、 

①社会を率いるロータリアンとしてあるべき姿を会員一人ひとりが考え、一年を通してどのような活 

 動をするのか、また実践しているのかを発表する。 

 

②会員の会社が訪問可能であれば実際に訪問し、会員とその会社への理解をより深める。 

 

③当クラブが職業奉仕を実践するための調査及び研修年度とする。 

 

以上3項目を主軸としたいと考えております。 

 

 今年1年、みなさんと一緒に職業奉仕の精神について理解を深めるとともに、ロータリアンとしてよ

り一層、社会に貢献できることを楽しみにしています。 

また昨年度同様に助けて頂くことも多くあることと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
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②職業奉仕委員会 平田洋一委員長（代読：小澤盛明委員） 
  

 みなさん、こんにちは。 

2018-19年度 職業奉仕委員長の役割を仰せつかりました、平田洋一で

す。 

 昨年度は皆さまのご協力のもと、松戸北クラブ会長を務めさせてい

ただきました。大変不慣れではありましたが、会長職を通してロータ

リーへの理解を深めることができたと思いますので、その経験を活か

しながら今年度は「職業奉仕」という分野においてクラブにとって有

益になるよう尽力して参る所存でございます。1年間どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 さて、今年度の松戸北ロータリークラブ職業奉仕委員会の目標としまして、ロータリアンとして

「“先義後利“を理解して職業奉仕の精神の構築目指す」ということを掲げたいと思います。先義後

利というのは、道義を優先させ、利益を後回しにするという意味です。私の会社でも社員には先義後

利の実践をしてもらいたいと話しています。 

  

 もう少し商業的な言い方をすると「損して得取れ」ということです。 

「損して得取れ」とは皆さんもよく聞く言葉だと思います。その時は損を被るかもしれないが、長い

目でみると大きな利益になって返ってくるという意味です。つまり目先の損得のみにとらわれてはい

けないということを意味します。 

 

 実際に私が先義後利を実感したエピソードがあり、少し聞いていただけたらと思います。若かった

ころ営業マンとして苦戦している時期がありました。相手にされないどころかあしらわれてしまう始

末。しかし取引先へ伺い御用聞きをすることが仕事ですので、いつものようにあいさつに伺ったと

き、取引先の社長が「会社のトイレが汚くて困っているんだよなぁ」と愚痴を言うのを耳にました。 

 

 特別媚びを売ろうという考えもなく、単純に困っているなら自分にできる範囲で助けてあげたい、

という想いからその会社のトイレを掃除して差し上げることにしました。蓋を開けてみると、なかな

か年季の入ったトイレ、、、つまりかなり汚れている。簡単に引き受けたことを若干後悔しながら2

日がかりで修理と掃除をしました。トイレは新品同様とは行きませんでしたがきれいにはなりまし

た、私としては2日ただ働きで、読んで字の如く「汚れ仕事」をすることになってしまい、体面が損

なわれたような気分になっていました。 

 

 しかし、真摯にトイレと向き合ったことが功を奏したのか（笑）その会社から大きな仕事を頂ける

ことになり、最後には仕事上の付き合いにとどまらず、プライベートでも可愛がっていただくまでの

深い人間関係になっていました。最初は損したような気分でしたが、結果的に大きな得をえることに

なったのです。 

 

「損して得取れ」。この場合の「得」は通常、損得の「とく」として表記されますが、我々の今年度

の目標としましては道徳の「徳」という字を当てはめて考えていきたいと思います。 

  

つまり「損して徳を積む」。目先の利益にとらわれず、人々の幸せを考え、本物を提供することに

よって社会から永く必要とされ愛され続ける（or 繁栄し続ける）。 

【次ページに続く】 
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＜就任挨拶：青少年奉仕委員会 齋藤國春委員長＞ 
  

 青少年奉仕委員会の委員長を仰せつかりました、齋藤國春でござ

います。 

小林辰幸副委員長、井桁委員と３人で一年間努めますので宜しくお

願いいたします。 

 

 今年度も、北クラブの青少年奉仕は「ライラ」を中心として、そ

の活動を進める事になると思います。 

 

 「ライラ」は、クラブや地区（または複数地区合同）によって実施される、若者のためのリーダー

シップ養成プログラムです。イベントは、1日のセミナーや3日間～1週間の合宿など、目的、リソー

ス、参加者の種類によってさまざまな形で実施されます。年齢に決まりはありませんが、多くのイベ

ントは高校生、大学生、若い社会人を対象としています。イベントの目的も、家庭に問題を抱えた青

少年を支援する、インターアクトやローターアクトのリーダーシップ能力を高める。卒業したロータ

リー学友と再びつながる、職業人のリーダーとなる人材を育てるなど、多岐にわたります。 

 

 前年度は「みんなの為に進んで役に立とう」をテーマに２月２日から３日にわたり、南房総の 

岩井海岸で、オリエンテーションを中心にして、行われました。 

今回も前回を踏襲して行われると思いますが、積極的に参加するのは当然ですが、今回は１３グルー

プのホストクラブとして、地区の計画立案にも参加要請があるかと思います。 

 

まだ、これからなので動向をしっかりと見定めて、会長、幹事と我々委員会とコミニュケーションを

密にして行動をして行きたいと思います。 

 

また、東日本大震災の被災者の「遺児孤児の支援」も、若者を中心として援助して行くことになりま

すし、仲良し学級の「芋ほり」もあります。社会奉仕委員会とも関連を持ち、協力していきたいと思

います。 
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＜就任挨拶：出席親睦活動・ニコニコ 

委員会 渕上啓太委員長 ＞ 
  

 皆様こんにちは、本年度出席・親睦活動委員会とニコニコ委員会

の委員長を拝命致しました渕上で御座います。 

  

 副委員長に大先輩の寺川会員をお迎えし、委員に石井新一会員、

吉田俊一会員、崎谷延好会員、三村藤明会員、児山守治会員、沖昌

彦会員、加賀谷正会員、野澤新之助会員、関征啓会員、松丸政司会

員、井桁裕之会員と言う会長経験のある大先輩会員から若手会員と

幅広くそして大所帯です。 

  

 私ごときが委員長で大丈夫なのか？と自分でも不安が御座いますが高橋会長からのご指名と先輩か

らのお知恵を授けて頂きながら私なりに出来る事を精一杯努めて参りますのでご指導も含め宜しくお

願い申し上げます。 

 

 さて本年度の目標として掲げた内容と致しまして、「年度会長方針を規程にクラブ奉仕の観点から

他の委員会と協力し楽しく例会に参加して頂けるよう活動致します。また、両委員会の活動を通して

さらなる会員相互の親睦を深めて、全会員の積極的な協力を得られるように心がけます。 

 

 具体的には、出席・親睦活動委員会ではプログラム委員会、SAAの方々の協力の基に第一例会での

諸事お祝い、通常例会の充実を図ります。 

 

12月と6月の家族例会では従前の活動を踏襲し、お一人でも多くのご家族に参加頂けるよう会員の皆

様からご意見を頂きながら新規格を立案します。 

 

 ニコニコ委員会では、会員の多くの慶事に際し、ニコニコBOXの協力を通して喜びを共有し、会員

相互の親睦、友情を深める。また、先輩会員より若手会員がニコニコの趣旨や意義を教えて頂き、コ

メントの発表を皆で共有する。我クラブの活動年度末に、クラブ内に貢献された方に、ニコニコ委員

会より表彰を行います。 

 

 最後に、私自身が初めて担当させて頂く委員会で御座います、それぞれの委員会の趣旨をしっかり

学び、理解し一年を通して会員皆様の大切な例会の時間を親睦・ニコニコと言う目線で充実する様尽

力して参る所存です。 

 

 既に先月委員会を一度開催しておりますが、先ず委員会内での親睦を図るべく意義のある委員会を

開きたいと思います。 

 

本年一年間ご指導の程宜しくお願い申し上げます。 

＜本日のニコニコ発表：崎谷延好委員＞  
 

野村充ガバナー補佐  
2790地区ガバナー補佐の野村です。 

  補佐幹事森谷さんと今年１年間宜しくお願いします。 

  本日のクラブ協議会を経て８月１日ガバナー公式訪問になります。宜しくお願いします。 
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＜クラブ協議会：挨拶 野村充ガバナー補佐＞  
 

皆さんこんにちは。 

やっと前に出れたような気がします。最初の例会の時は１番端っこの

席でお水と食べ物がありまして、入口に近い所なので、何処かで見た

ことあると思ったら、家の愛犬が丁度、入口のそばで巣の横にエサと

水を・・・「ティアラ」と言うんですけど宜しくお願いします。 

さて、他クラブの訪問が終わりました。ガバナー公式訪問の２週間前

にクラブ協議会を経てクラブの活動や特徴等を報告せよという事なので、本日ホームクラブですので

気張らずにやらせて頂きたいと思います。 

他クラブを廻ってみまして震災の時の話や野球での話とか松戸北クラブは非常に評価が高いようで

す。皆様の普段の各クラブに対する親睦の賜物だと感じさせて頂いております。 

この１年間宜しくお願い致します。 

＜クラブ協議会 ５大奉仕委員会の年間活動計画発表＞  

 

①クラブ奉仕委員会 正司進委員長 
  

みなさん、こんにちは。本年度、クラブ奉仕委員長を仰せつかりまし

た、正司進です。副委員長に柳孝実、委員に大川隆永、渕上啓太、沖

昌彦の5名で一年間務めさせて頂きます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 クラブ奉仕委員会というのは各委員会のまとめ役であり、企業でい

うところの管理部門に該当するかと思います。 

 会長の方針のもと、各委員会が定めた目標及び計画を滞りなく実行できるようサポートすることが

我々の担う役割であります。企業も各部門が同じ方向を目指して進まなければ上手くいかないよう

に、私たちクラブもまた、各委員会が異なる方向を向いていたのでは目標達成が困難になってしまい

ます。ときに、それぞれの想い・考えから、軋轢（あつれき）が生じることがあるかもしれません。

あるいは相互伝達が希薄であったために齟齬（そご）が生じることも考えられます。そのような場合

に、クラブ運営を円滑にする潤滑油としてクラブ奉仕委員が機能し、各委員会が同じ方角を目指し進

んでいけるよう協力できればと思います。 

 

活動目標について 

「クラブ運営を円滑にし、会員の相互理解を深め、より良質なクラブを目指せるよう努力する」とい

うことを掲げ、本クラブに貢献して参る所存でございます。 

 

活動計画について 

「会長の方針に沿い、各委員会との連携を密に行い、意思疎通・情報伝達を充実させることで、各委

員会の目標達成に協力する。」ということを主軸とし、各委員会が目標に向って思う存分に活動でき

るよう、支えとなることができましたら幸いです。 

 

不慣れなことも多くあるとは思いますが、一年間どうぞよろしくお願いいたします。 


