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       フランス、パリの世界遺産ノートルダム大聖堂 先日火災

により屋根が焼け落ちてしまいました。 

修復には10年近くかかるのでは？ 

 

             

           

           

          ＊＊＊髙橋修委員より提供＊＊＊ 

                                 ・ 

＜本日のニコニコ発表：関征啓委員＞ 

  

取り纏め役 柳孝実会員 

 4/20（土）に地区研修協議会に出席いただいた皆様ありがとうございました。またその後のファイヤー

サイドミーティングにも多くの皆様にご出席いただきありがとうございました。ファイヤーサイドミーティング

にあたり、浅野会員、野村会員から御厚志を頂きました。誠にありがとうございました。 

お釣りをニコニコさせていただきます。 

 

 

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2248回 例会 2019年4月17日(水) 

第2249回 例会 2019年4月24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2248回 例会プログラム＞          

        

       12:30    点鐘                                                        髙橋一彦  会長 

              ロータリーソング斉唱   

              12:35    会食 

              13:00    会長挨拶・                                        髙橋一彦 会長 

                          幹事報告                                                小澤直之 幹事 

       13：05  奉仕活動について                 

       13:25    社会奉仕基金発表     社会奉仕委員会             大川高明 副委員長 

                          ニコニコ発表             ニコニコ委員会               沖 昌彦   委員 

              13:30   点鐘                                                          髙橋一彦 会長 

 

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞ 

今月末より日本では長期のゴールデンウイークに入るとの事で、日本からフランス・パリ

を旅行先に計画されている方も多いのではと想像されます。中でも「ノートルダム大聖

堂」を目的とされていた方々も多いと思いますが先日に大きなニュースがございました。 

フランスのパリを代表する建物であり、ユネスコの世界文化遺産にも登録されている

「ノートルダム大聖堂」で大規模な火災がおきました。発生からおよそ10時間後に火は

ほぼ消し止められましたと報道がございましたが、中央にある高さおよそ90メートルの塔

が焼け落ちたほか、屋根の３分の２が崩れ落ちたとの事。大聖堂では去年４月から大

規模な修復工事が行われていたということで、出火当時も屋根の上には大きな足場が

組まれており、火は屋根の辺りから出たとみられるということで、地元では過失による出

火の疑いがあるとみて原因を調べているそうです。 

ユネスコの世界文化遺産でもある大聖堂の損壊を避けるため、上空からの放水は断念し、あらゆる方法での消

火活動に大変苦労をされた状況が紙面等から伺う事ができます。 

火災のあと大聖堂の内部を撮影した写真では、床から立ちのぼる煙の中、入り口からまっすぐ向かった先に十字

架が、焼失を逃れて立っている様子が確認できたとありました。 

「十字架が残った？」信仰は違いますが、何か神がかりなものを感じます。 

14世紀に完成したノートルダム大聖堂は、1804年にナポレオンの戴冠式
たいかんしき

が行われたほか、ヴィクトル・ユゴーの

小説「ノートルダム・ド・パリ」の舞台にもなるなど、パリを代表する建物の１つとして人気が高く、二度の世界大戦も

くぐり抜けた歴史的な建造物として世界中から多くの観光客が訪れるスポットである事。すでに地元フランスで

は、大聖堂の再建に向けた支援や寄付の呼びかけが始まっているとのことです。 

私自身も現地を訪問した経験はございませんが、世界遺産の中でも代表される建造物であることは理解ができ

ますので、この後に無事に再建できる事を願う次第でございます。 

話しはかわりまして、本日は、先般も会員の皆様にご提案を頂きました奉仕事業について、さらに話し合いができ

ればと時間を取らせて頂いております。前回のご意見などを柳プログラム委員長にまとめて頂きました。本日の課

題としまして松戸北クラブが対応可能であれば、単年度事業、継続事業と対応できれば理想と感じます。提示さ

れている案件を含んでも構いませんので2通りに振り分ける意味を持っての意見交換をして頂ければと思います 

皆様からのご意見をベースに立案に繋がれば理想と考えますので、遠慮なく考えを出して頂ければ幸いでござい

ます。 

 

＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 
■例会変更のお知らせ 

松戸ロータリークラブ2019年5月1日(水) 

定款第８条第１節により休会 

2019年5月15日(水) 「移動例会」へ変更インターアクト指導者講習会 

場所：聖徳大学付属女子中学校・高等学校 
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＜卓話：令和の時代を迎えるにあたって   髙橋修会員＞ 
   

  令和の年号に代わるのを1週間後に控え、自分自身の生涯を振り返ってみました。 

  約69年間を3つの時代に分けて話をしたいと思います。 

  

  1.学びの時代（誕生―大学卒業まで） 

  1950年（昭和25年）誕生、水戸街道の宿場町小金で生まれる。家

はわかっている限りでは、墓石に元和年間（1615-1624年）後水尾

天皇、徳川秀忠、家光の時代の年号があります。江戸時代から明

治10年頃までは湯屋（ゆうや）、現在でいうスーパー銭湯を生業とし

ていました。宿場町では全部の家が木造のため風呂は本陣、脇本

陣以外はなく、宿泊客は湯屋に入りに来たそうです。食事用の三

方，五衛門風呂等が私が高校のころまでありました。 

  小学校は今年創立148年を迎える小金小学校に入学しました。明治の学区制が始まった時に東漸

寺さんがお坊さんを養成する為、学寮が沢山あったこともあり、東漸寺さんの境内に小金小学校が

設立されました。 

  中学校は台東区立忍ヶ丘中学校に入学しました。あずき色の常磐線で鶯谷まで通学していました。 

  高校は東京都立上野高校に入学し、不忍池を挟んで某国立大学を見ながら勉学に励みましたが

残念ながら嫌われてしまい、学生運動が真っ盛りの中、明治大学商学部に入学することができまし

た。お茶の水界隈で楽しく、自由な時間を過ごさせてもらいました。4年間で1回明大野球部が神宮

球場で優勝し靖国通りを優勝パレードしたことが思い出されます。四年間で得たものは、多くの日本

中の友達です。 

   

  2.社会人としての28年間 

  大学卒業と同時にキヤノン株式会社に入社し3か月の工場実習等の研修後、一生のうち沢山の人

と会いたいと希望したら営業の部門に配属になりました。計算機、ワープロ、デスクトップコンピュー

タ、コピーと色々な製品の販売企画に携わることができました。キヤノン（製造業）に決めたのは、日

本国は資源も無く、あるのは人の知恵、知恵を付け加えてそれを輸出して外貨を稼ぎ繁栄するしか

ないと考えました。 

  勤務地については、東京、関東（埼玉、千葉、茨城）新潟、大阪、奈良と各地を回ることができ、今

も色々な人との付き合いがあります。2002年3月31日退社するまで28年間務めることができまし

た。父の健康が思わしくなく、又早期退職優遇制度が始まり定年退職と同じ条件で辞めることでき、

一生涯の収入を計算すると今しかないと考え退職しました。広い意味での世界への貢献ができたと

考えます。 

   

  3.地元での生活、貢献 

  中学時代から2002年までの約35年間松戸、小金を離れていましたので浦島太郎状態で居る時に

渡辺様より声を掛けていただき、2003年1月に松戸北ロータリークラブ入会させていただき、短時間

のうちに地元に馴染むことができました。現在は町会長、法人会、よくする会等毎日忙しく過ごして

います。人は一人で生きていけません、皆とのコミュニケーションの上に成り立っていることを感じつ

つ、毎日を大切に生きていきます。 

  今後も皆様宜しくお付き合い宜しくお願いします。           
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  ＜第2249回 例会プログラム＞          

                  

       12:30    点鐘                                                        髙橋一彦  会長 

              ロータリーソング斉唱   

              12:35    会食 

              13:00    会長挨拶・                                        髙橋一彦 会長 

                          幹事報告                                                小澤直之 幹事 

       13：05  卓話 令和の時代を迎えるにあたって        髙橋 修 会員        

       13:25    社会奉仕基金発表     社会奉仕委員会             大川高明 副委員長 

                          ニコニコ発表             ニコニコ委員会               沖 昌彦   委員 

              13:30   点鐘                                                          髙橋一彦 会長 

 

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞ 

     

「新しい災害救援基金のご案内」 

世界のどこかが災害に見舞われると、世界中のロータリアンが力を寄せ

合い、被災した人びとを支援します。ロータリー財団は、復旧にあたる地

域社会を支援するため、新しい「災害救援基金」を創設しました。災害

救援基金へのご寄付は、災害救援補助金を通じて、最も大きなニーズ

のある被災地でのロータリークラブによる救援活動や復旧支援を支えます。  

以上のような文章がロータリー関連サイト上より連絡がございました。 

支援活動では以下の各段階をサポートしますとの内容でございます。 

 1.即時の救援 災害発生直後に現地のクラブがパートナー団体と連携してボランティア活動や物資供

給を行います。 

 2.短期的な支援 被災地の生活を立て直すため、世界中のクラブと地区が義援金や物資提供のかた

ちで支援します。 

 3.長期的な支援 ロータリークラブが被災地の復旧・復興プロジェクトを計画、実施します。 

ロータリー会員とロータリー財団は、災害救援を専門とするパートナー団体ShelterBoxやその他の団体

と協力しながら、会員としては被災地域の救援と長期的復興を支援している方々もいるとの報告もござ

いました。 

詳細等の内容についてはまだ確認をしなければならない部分もございますが、国際ロータリーや地区を

通じ対応をする場面があるかもしれませんので、現在はロータリーでの報告事項として記憶しておいて

頂ければと思います。 

当クラブにおいても「災害支援基金」との枠にて、会員皆様に随所においてご協力を頂いている事もご

ざいますので、関連される内容かと感じ本日の報告とさせて頂きます。 

 

＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 
 

■例会変更のお知らせ 

松戸西ロータリークラブ 

2019年5月21日(火) 「夜間移動例会」へ変更 

場所：天廣堂  点鐘：18:30 
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＜グループディスカッション：奉仕活動について＞ 
 3/13に行ったグループディスカッションで意見として出た下記内容をもとに5グループに分かれ実施 
・駅前清掃 

・地域の小学校、中学校へのはるか職業出前教室 

・障害者(なかよし学級)を招待してボーリング大会     （3グループ） 

・東北、熊本など被災地視察 

・献血運動(ライオンズクラブが多く実施)         （2グループ） 

・子供食堂、子供食堂へそば打ちの出前。 

・はるか園(障害者施設)への物資の提供 

・動物愛護活動団体の支援 

・オフィスなどで捨てられる書類の裏紙を発展途上国の子供たちに寄付 

 【松戸北クラブ単独事業】 

・次世代のために、小金地区の小中学校に楽器を寄付する。(何年かに一度お金を貯めて) 

・一般家庭に楽器が余っているものを集めて学校に寄付する。 

・陸上部など活躍している学校に支援する。 

 【他クラブとの協賛で行う】 

・国際スピーチコンテスト等に協賛で行う。(協賛で行うと新聞等に取り上げられ良いのではないか) 

・スポーツ文化大賞等にも相乗りで行う。 

 ※他クラブとの協賛の場合、他クラブの同意が必要となる。 

・ロータリーを知ってもらう為の活動 

・千葉大留学生の世話 

・過去の活動の復活 

・地域密着、継続性のあるもの 

・松戸東クラブは旨導犬 松戸西クラブはスリランカ 他クラブの事業を調べる 

・市、施設が望んでいるものをヒヤリング 

・本人も親も 

・みんなでできて、クラブが団結できるもの 

・準備も含めて、会員がひとつになれる事業 

・体が動かなくなってしまった。行動するのは辛い。 

・落語の独演会をやりたい。どうやってやるのか?老人ホームに行ってやる?クリスマスパーティ?保育園の関係者をあつめて

やった。 

・落語を特養老人ホームで実施。南花園は可能か? 

・運動会の実施(特別学級) 

・わくわく探検隊の拡大 

・車椅子の寄付5クラブゴルフ大会で実施 

・松の木学園を慰間。お手伝い。 

・美術品の美術展開催(会員が所有するものを、浅野会員所有の建物で) 

・根木内の児童養護施設(40人位収容されている)の児童をスポーツ観戦に連れて行ったり、物品の支援等。 

・東日本大震災地域へ過去に引き続き被災地支援。(特に子供たちに向けて) 

・全員参加型にするか、金銭のみの奉仕にするか。 

・金銭のみの奉仕なら単年度事業が良いのではないか。 

・取り急ぎ、金銭の奉仕をどうするか?奉仕活動を模索しているうちに一年経ってしまう可能性がある。 

・今まで芋ほり大会で関係していた学校の子供たちが、卒業してからの施設へ支援する。 

(例えば花見移動例会等へ連れて行く。) 

 

社会奉仕基金2,366円 《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 

＜本日のニコニコ発表：沖昌彦委員＞  

 取り纏め役柳孝実会員 打ち合わせ参加者一同 

 4/15（月）に地区研修協議会の打ち合わせをさせていただきました。お釣りをニコニコいたします。 


