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＜社会奉仕委員会 ：大塚精一委員長＞
社会奉仕委員会では、ロータリー農園と災害支援を２本柱として年初の目標に
掲げましたが、ロータリー農園につきましては多くの会員のご協力のもと、概ね目
標を達成できたのではないかと思います。災害支援につきましては、 支援先の
選定と支援方法を理事会と協議しているところであります。災害地の視察につき
ましては前年度実施した関係で、予算繰りと会員の皆様の日程の 負担を考慮し
積極的に提案をしませんでした。
そこで、ロータリー農園について少し振り返ってみたいと思います。
今までと違うところがあります。齋藤和實元会員に前年度まで畑の整地・肥料やり・苗の手配など苗植
えまで一人でやって頂いた事が、体を壊されたことから他の会員も手を出さなくてはならなくなった事で
す。その作業が大変な事であったことが改めて痛感させられました。しかし、その事で作業に参加した
齋藤さん以外の他の会員も畑作り、苗の育成管理を体感することができ、より一層の仲間意識を築き、
物作りの喜びも感じることができたのではないで しょうか。
もう一方で、肥料遣りと土壌改良はトラクターを使いなんとかできたのですが、苗床つくりで耕運機の運
転ができず、池田元会員と並木会員の鍬による手作業で何とか乗り切ることができました。しかしながら
池田元会員が事故により本会を退会されておりますので、この点来年の見通しは非常に厳しいものがあ
ります。
幸いにして齋藤元会員にはロータリークラブを退会されましたがロータリー農園を引き続き貸して頂け
そうなので、松戸北ロータリークラブが３０年以上続けてきたロータリー農園を皆さんの勇気と知恵を
以って、更に継続していければと考えております。
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＜ロータリー財団委員会：並木幸雄委員長＞
「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
ポールハリス・フェローの表彰

＜本日のニコニコ発表：松丸政司会員＞

第2232回
第2233回

例会 2018年12月19日(水)
例会 2018年12月26日(水)

渕上啓太会員
先週のクリスマス家族例会では、会員の皆様、ご家族、委員会のメンバーの皆様のご協力を持ちまして
無事に終了致しました。ありがとうございました。
残り後半も頑張ります。引続きよろしくお願い申し上げます。
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＜第2232回 例会プログラム＞
18:00 点鐘
国歌及びロータリーソング斉唱
18:05 お客様紹介
18:08 会長挨拶
幹事報告
18:15 ガバナー補佐挨拶
18:18 点鐘

髙橋一彦会長
【♪君が代 奉仕の理想】
大川高明会長エレクト
髙橋一彦会長
小澤直之幹事
野村充ガバナー補佐
髙橋一彦会長

＜懇親会＞
18:22 開会の言葉
18:23 親睦委員長挨拶
18:25 乾杯

寺川忠男親睦副委員長
渕上啓太親睦委員長
森谷充伯ガバナー補佐幹事

歓談
マジックショー
チャリティービンゴ大会
司会
18:23 閉会の言葉
18:23 ロータリーソング斉唱
18:23 閉会

大塚精一社旗奉仕委員長
石井新一会員
【♪手に手つないで】

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞
皆様、こんばんは。
今年度、松戸北RC会長を仰せつかっております髙橋一彦と申します。
会員令夫人、ご家族の皆様、また本日は先程ご紹介もございました4名のお
客様をお迎えしてのクリスマス家族例会でございます。ようこそお越しください
ました。
7月より今年度がスタートして、ようやく半年が過ぎようとしておりますが、この
時期まで迎えられましたのも、日頃の会員皆様のご尽力もあり、それにもまし
てご家族様のご理解に心より感謝を申し上げたいと存じます。
ロータリーは会員皆様のお仕事の合間に貴重なお時間を頂戴しての活動と
なりますので、生活の一部を頂く事になります。何よりも家族の理解が一番に
大切だと思います。
本日はそのような会員ご家族に対し日頃の感謝を込めて、松戸北ロータリークラブより
「クリスマス例会」と言うタイトルに載せ「おもてなし」をする日でございます。
事前より、親睦委員会よりのご提案、また会場設営SAAのご協力により本日素晴らしい準備が整えられ
たと実感しておりますので、最後までお楽しみ頂けたらと存じます。
また、本日お越しのお客様におかれましては、短い時間とはなりますが松戸北ロータリークラブの雰囲
気を遠慮なくお楽しみ頂きたいと存じます。思い起こせば私も10年前に小菅正彦会員の紹介より入会
をさせて頂きました。やはり最初はロータリークラブとは何だろうと感じた頃も正直ございますが、現在の
私なりに表現をさせて頂ければ、職業を介して人としての在り方を学ぶ「人道塾」であり、大変に素晴ら
しい「道場」でもあると感じております。松戸北ロータリークラブは大変に明るく楽しい良きメンバーに恵ま
れております。
是非この日を期にメンバーとして、入会への「意識」が「決意」と変わることを希望しておりますので、宜し
くお願い申し上げます。
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・峯崎芳彦 様 （ミネザキ ヨシヒコ） ミネザキ内装
紹介者 大川高明
以上４名もゲストとして参加していただきました。

（建設業）

今後といたしましては、紹介者の方々とご相談しながらゲストとして参加してくださった方々への勧誘をし
ていきたいと思います。
また、８月にアンケートを取らせていただいてから、実際に固定された席ではなく、移動してくださったりし
て、より良いクラブ運営にご協力いただいていることとてもうれしく思います。
このように会員皆様のご協力をいただきながら、会員の増強及び退会の防止に努めてまいりたいと思い
ます。
最後に、引き続き皆様のご協力をお願いし活動報告といたします。

＜プログラム委員会：柳 孝実委員長＞
今年度は柳、大塚副委員長、沖会員、野澤会員でプログラム委員会を務めさ
せていただいております。
プログラム委員会では髙橋会長、小澤幹事と打合せをしながら毎月のプログラ
ムの立案、プログラムの作成、例会の司会進行を行っております。
プログラムの立案は主に会長・幹事ならびにプログラム委員長で打合せし、髙橋
会長の掲げられている温故知新という今年度のテーマやロータリーで定めている
各月のテーマに沿う内容でプログラムを立案しています。
特に月間のテーマを意識したプログラム作成を心掛けており、皆様により一層
ロータリーへの理解を深めていただき、毎回の例会が意義のあるものとなるように努めています。
今年度前半では新たな試みとして卓話・グループディスカッション・発表までを一括りとしたプログラム
を作成しました。
10月に髙橋清会員に、｢当クラブの伝統と将来はロータリーの奉仕の理念の理解と実行により、自己研
鑽とクラブ活動の成果が奉仕活動の結果として積み上げられ、未来へつながっていく｣と卓話をいただ
き、11月には奉仕活動の中核をなす職業奉仕をテーマにグループディスカッションを行い、12月に各
グループで出た意見を代表者に発表していただきました。
短い時間ではありましたが、全員で意見を出し合い、発表により共有できたことは若手、ベテラン問わず
有意義な時間だったのではないかと考えております。
また今年度よりプログラムの配布時期を当月第一例会から前月最終例会に繰り上げました。
これにより次月の予定を少しでも早く皆様にご確認いただくことで、出席率の向上などにつながればと考
えております。
しかしながら配布時期を早めたことでプログラムの詳細まで詰めることが時間的に難しくなり、簡易な内
容でのご案内となってしまっていることはご了承いただければ幸いです。
今年度後半も会長・幹事、プログラム委員会全員で知恵を出し合い、皆様に有意義なプログラムを立
案できるよう努めて参ります。
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＜出席活動親睦・ニコニコ委員会 ：渕上啓太委員長＞
本年度の委員会活動について中間報告申し上げます。
先ずは先日行われましたクリスマス家族例会では皆様のご協力を頂き、無事
に終わる事が出来ました事を御礼申し上げます。
本日は委員会の開催を中心に活動の内容をご報告申し上げます。
先ずは会長・幹事との打ち合わせも含め年度が始まる前の6月13日の例会後
に第一回目の委員会を開催し、委員会全体に次年度の方針の説明を行い、
ご理解・ご賛同を頂きました。
第二回目の委員会は7月18日に行い、8月1日のガバナー公式訪問の際のお
手伝いについての担当の確認を主に行いました、当日はＳＡＡと協力して会場設営や来場者の誘導を
行いました。
第三回目の委員会は９月16日に行ない、同じく26日に行われた5クラブ合同例会と情報研修会の際
にＳＡＡのお手伝いとして、会場へのご案内担当を仰せつかり日本閣内駐車場の各階・南柏駅バス停
などの誘導をお手伝い致しました。
第四回の委員会は11月14日の例会後に開催、当委員会担当の12月クリスマス家族例会の内容や
主旨説明、タイムスケジュール、各担当者の打ち合わせを行いご意見を頂戴致しました。
第五回の委員会は12月12日の例会後に行い、クリスマス例会の最終打ち合わせと予算についての説
明を行いました。
本年度はニコニコも同委員会として活動しておりますが、工夫と致しまして「歴の浅い会員」にも参加し
て頂く為に、先輩会員が翌月のニコニコ担当を指名する方式を取りました。これにより先輩会員と歴の
浅い会員との間にコミュニケーションが生まれたと思います。
今後につきましては来年1月9日の新年例会、2月20日のＩＭ、5月29日の5クラブ合同コンペ、そして担
当の6月19日家族例会と続きます、6月の家族例会では高橋会長からの要望もあり「引き継ぎ」をテー
マにして委員会で揉んで参りたいと考えております。
今後も全会員の皆様の親睦とニコニコの若い会員への理解などに委員会メンバーのご理解とご協力
を頂きながら進めて参ります。
会員のみなさへも今後協力のお願いがあると思います、何卒その時は一言「わかったよ」
とご承諾下さいます様にお願い申し上げます。
最後に、例会の出欠を月末に配布しておりますので重ねて提出をお願い致します。

＜会員増強・職業分類委員会：沖 昌彦委員長＞
先日のクリスマス例会におきまして、ゲストをお招きくださいましたこと増強委員
長として感謝申し上げます。本当にどうもありがとうございました。
改めましてクリスマス例会に参加してくださいましたゲストの方々をご紹介
いたします。
・長谷川善一 様 （ハセガワ ヨシカズ） (株)長谷川運輸 （運送業）
紹介者 石井新一
・渋谷寛之 様 （シブヤ ヒロユキ） 小金原９丁目町会長 （不動産賃貸業）
紹介者 並木幸雄
・八木原清隆 様 （ヤギハラ キヨタカ） (有)八木原建築 （建設業）
紹介者 大川隆永
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＜ガバナー補佐挨拶：野村充ガバナー補佐＞
皆さんこんばんは第2790地区第13グループガバナー補佐をホームクラブで
あります、当松戸北ＲＣよりご指名を受け拝命しております野村です。
本日、松戸北ＲＣも髙橋一彦年度の折り返しともいえるクリスマス例会を迎え
ました。私も、森谷地区幹事共々第13グループ内行事の中間地点を迎え情
報研究会での北ＲＣ会員諸兄の素晴らしい働きなどには、ただただ感謝あるの
みでございます。
来年6月までの半期まだまだ行事も沢山でございます。
森谷地区幹事、髙橋会長、小澤幹事のご協力のもと、第13グループガバ
ナー補佐の転責を果たして参りたいと思う所存ですので、北ＲＣの会員の皆様
には更なるご協力を、お願い申し上げ、私のクリスマス例会でのご挨拶とさせ
て頂きます。ありがとうございました。

＜懇親会＞
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＜懇親会＞

WEEKLY REPORT
＜第2233回 例会プログラム＞
12:30 点鐘
ロータリーソング斉唱 【♪我等の生業】
12:35 会食
13:00 会長挨拶
幹事報告
13:05 委員会活動の中間報告
13:25 社会奉仕基金発表
社会奉仕委員会
本日のニコニコ発表
13:30 点鐘

髙橋一彦会長

髙橋一彦会長
小澤直之幹事
各委員長
大塚精一委員長
松丸政司委員
髙橋一彦会長

＜会長挨拶：髙橋一彦会長＞
先日は松戸北ロータリークラブ・クリスマス家族例会がございました。
親睦委員会・SAAならび会員皆様のお力添えもあり、ご家族多数のご参加を
頂き心より感謝申し上げます。また当日には増員に対するお気持ちより、石井
新一会員、並木幸雄会員、大川隆永会員、大川高明会員より計4名のお客
様をお連れ頂きました。良きご縁を戴いたと思いますので、この後も入会に向
けクラブとしても対応を継続していかなければと感じております。
また、社会奉仕委員会の協力による災害支援金への補填にもご理解ご賛同
を頂き、多額に及ぶ参加者皆様方のお気持ちも頂戴致しましたので今期会長
としてお礼申し上げます。
尚、本日は今年最後の例会となります。
前半として私なりに振り返りますと、会長と言う役目より13グループでのホストクラブである事への意識、
変化して行く松戸北クラブへの提案や実施などに努力をしたつもりではございます。
13グループへの活動においては、野村G補佐、森谷G補佐幹事並び会員皆様のご尽力があり前半で
のホストクラブとしての活動も成功に終わりました。まだ残すところ1月から引き継ぎ時期までは「IM」なら
び「5クラブゴルフ大会」もございますので会員皆様には尚一層のご協力をお願い申し上げさせて頂きま
す。
また自クラブに対しましてはロータリー活動への意識向上に向けた課題の提示や、各委員会よりの充実
した発表に努力をさせて頂きました。
年度後半も、13グループ活動への意識も持ち続け、尚且つ、自クラブ内の会員皆様で
ロータリーライフを楽しく過ごせる様な場面を随所に企画検討し実行できればと思っております。学びか
ら得る事、遊びから得る事、双方からの良質な考えを取りまとめ活動に生かす事ができるのが松戸北ク
ラブの良き特徴と捉えております。
会員皆様に来年も変わらずクラブ活動へのご協力をお願い申し上げると共に、お体ご自愛頂き、良き
新年をお迎えすること祈念させて頂き2018年最終例会の挨拶とさせて頂きます。

マジックショー

＜幹事報告：小澤直之幹事＞

チャリティービンゴ

94,000円

《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯

■地区より
ＲＬＩ（Rotary Leadership Institute）の開催の案内が来ています
日時：2019年2月11日（月） パートⅠ 3月（パートⅡ） 4月（パートⅢ）
■ポールハリスフェロー対象者へピンバッチが届いています
■１月のロータリーレートは1ドル＝112円です

