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「四つのテスト」 言行はこれに照らしてから
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４・みんなのためになるかどうか
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＜２２８９回 例会プログラム＞
12:30 昼食 例会開始時までに各自昼食をとる
12:45 点鐘
12：46 お客様紹介
12：47 会長挨拶・理事会報告
幹事報告
12:52 第１３グループガバナー補佐挨拶
12:57 会員近況報告（年齢順）
13:25 【委員会報告】
■社会奉仕委員会 本日の社会奉仕基金発表
■ニコニコ・出席・親睦活動委員会 本日のニコニコ発表
13:30 点鐘
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次年度会長挨拶

大川高明会長
三村藤明会長エレクト
大川高明会長
柳 孝実幹事
森谷博ガバナー補佐

大川高明会長

＜会長挨拶・報告＞
皆様こんにちは。そしてお久しぶりです。今日こうして皆様の元気な姿を見てと
てもうれしいです。本日仮欠席の方も新型コロナウイルスに感染はしておりません
ので安心してください。
本日は森谷ガバナー補佐においで頂いております。ガバナー補佐も13グルー
プの旗振りで大変ご苦労されたと思います。本当にお疲れ様でした。後ほどご挨
拶お願い致します。
また、2月にご逝去された長島会員の奥様とご子息が来ておられます。長島会
員はクラブ運営では積極的に参加し、中心的存在で大変お世話になりました。
本当に残念でなりません。改めてご冥福をお祈り申し上げます。
3月2日（水）の例会から12回例会が中止となり、約三ヶ月半ぶりの例会です。本日の例会は第2289回となり
ます。大川高明・柳年度も本日を入れて後2回で終わります。後半のプログラムは新型コロナウイルスのためにす
べて中止となりました。とても残念です。
しかし他の多くのクラブは例会のやり方をオンラインやYouTubeで実施しいろいろと模索しながらクラブ運営を試
みております。当クラブもオンライン理事会や有志の会員の皆様とオンラインミーティングを実施いたしました。今
後については次年度の会長・幹事と新たな例会の方法を模索しながら運営していきたいと考えております。
この三ヶ月半を振り返ると13グループでは「5クラブ親睦ゴルフ大会」中止となりました。
地区では地区研修・協議会と会長エレクト研修がYouTubeの視聴という形で実施されました。また、ハワイでの
国際大会も中止でした。当クラブでも花見例会、家族夜間例会が中止になっています。
大川高明・柳年度は終わりますが三村・崎谷年度も7月からスタートしますが例会をどのように実施するか、ま
た多くのプログラムをどうするか大変なクラブ運営になりご苦労されること思いますが私自身精一杯協力していき
たいと思います。次期三村会長、崎谷幹事よろしくお願い致します。また、会員皆様のご協力もお願い致します。

＜幹事報告＞

2020年６月のロータリーレートは、１ドル＝１０８円です。
例会変更のお知らせ
松戸ロータリークラブ
6月24日（水） WEB例会に変更
松戸東ロータリークラブ
6月19日（金） 例会取りやめ
定款第7条第１節（ｄ）（３）により、新型コロナウイルス感染症対策の為
松戸中央ロータリークラブ 6月18日（木） オンライン例会に移行
6月25日（木） 移動例会
点鐘12：30 場所 柏 日本閣
松戸西ロータリークラブ
6月23日（火） 夜間移動例会に変更 点鐘18：30
6月30日（火） 定款第7条第１節により、休会

三村藤明会長エレクト

コロナで大騒ぎになっている間に、来週から新年度を迎えることになりました。
大川高明会長、柳孝実幹事。いろんなことがあった一年で、最後は誰も経験
したことのない新型コロナウイルスの影響を受け、クラブ運営はさぞかし大変だっ
たと思います。１年間、本当にお疲れ様でした。有り難うございました。
来週からは、私をみかねて助っ人を買ってでてくれた崎谷幹事に助けてもら
いながら、また皆様にも、沢山、お力添えをお願いしながら、来年度の一年を何
とか務めたいと思っております。
さて、来年度の始まりの話題は、なんと言ってもコロナ対策が第1だと思います。
東京都や千葉県では緊急事態宣言が５年２５月に解除されましたが、まだ、東京では昨日でも３１人の感染者が
出ています（本日は５５人）。また、日本や世界の企業は、このコロナの影響は、二次感染リスクも踏まえて、１年
半以上続くと予想して対策を考えています。ワクチンが開発されない以上、まだまだ、平常時に戻ったとは、とて
も言えない状況だと思います。
さしあたっての問題は例会をどうするかです。先も述べましたように、平常時と同じように開催するのは時期尚
早だと思います。かといって、全例会をオンラインとするというのも難しいと思います。現に、大川会長が、何度が
ZOOM会議を開催してくれましたが、出席者は１０名余りでした。規定上で例会は成立するかもしれませんが、そ
れではせっかくの例会の意味がないと思います。
そこで、とりあえず７月は、第1水曜日と第3水曜日の２回としたいと思います。
最初の例会は理事会と夜間例会、第３水曜日の例会はいつものように昼間に行いたいと思います。また、開催
方法も、本日のような教室方式とし、食事も、対面では行わず、来た順に初めて頂くという方法を続けてみようと
考えています。今後、これがどうなるのかは、その時点での様子をみて決めたいと思います。
さて次年度ですが、RIテーマは、「ロータリーは機会の扉を開く」です。私も、これを機にいろんな扉を開いてみた
いと思います。また次年度の活動報告が、各委員会から徐々に提出されておりますが、こちらの方もよろしくお願
いします。来年度のひとつの大きな目標として、女性会員を誕生させたいと思っております。これについてもご意
見のある方は、個別にお願いします。では、来週から、どうぞ宜しくお願い致します。

次年度幹事挨拶

崎谷延好 会員

私としては2度目の幹事経験となりますが慣れなど感じておりません。現幹事柳
会員の様な綿密性には到底真似できませんが、三村エレクトを支える為、目立
たぬ様、滑らず、怠らず頑張っていきたいと思います。会員の皆様ご協力お願
いいたします。

＜本日のニコニコ発表＞
大川高明会長・柳孝実幹事 大川・柳年度の最終例会を迎えられた事、そして会員の皆様のご理解、ご協
力の御かげでいろいろありましたが、何とか乗り越えることができたと思います。１年間至らない点は多々あった
と思いますが、本当にありがとうございました。
浅野久会員 大川高明会長、柳幹事。新型コロナウイルスで大変な時でしたね。
1年間ありがとうございました。
並木幸雄会員 大川高明会長、柳幹事。コロナで大変な時期で本当にごくろう様でした。
森谷充伯会員 大川・柳年度お疲れ様でした。社会がゆるすなら、打ち上げをしたく思います。
織田 証会員 嫁の誕生日のお祝ありがとうございます。今週末4か月ぶりに京都に帰る予定です。
小林辰幸会員 すっかり忘れてました。ロータリー出席が久しぶりなので自粛太りで56才になりました。
健康に気を付け生活して行こうと思います。お祝いありがとうございました。

場所 松葉鮨

社会奉仕基金

3,070円 《会報編集委員》野澤新之助・鈴木悦朗・小林辰幸・関征啓
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＜第１３グループガバナー補佐挨拶＞

＜職業奉仕委員会続き＞
以上が今期に実施できました職業奉仕委員会よりの計画の一部です。
職業奉仕とはロータリーでの基本理念でありますので先ずは会員職業を理解することが大切であり、そして会員
同士の信頼関係より各職業への依頼があり、その先に社会生活での安定な共存がなければロータリーの考える
奉仕理論には繋がらないと思っております。
次年度の職業奉仕委員会のメンバーにおかれましてはロータリー奉仕の根拠や活動への理解を踏まえた上で
各奉仕委員会に良き影響を与えるような計画遂行を構成委員の皆様で楽しみながら委員会活動として力をお
貸し戴ける事と期待しております。
この場をお借りし引継ぎ内容とさせて頂きます。
今期活動に対して、会員皆様からのご協力と賛同に職業奉仕委員会メンバーより感謝申し上げ次年度に引き
継がせて頂きます。
1年間、誠にありがとうございました。

＜国際奉仕委員会＞

＜青少年奉仕委員会＞
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野村 充 委員長

崎谷延好 委員長

年度初めにあたり、２つの目標を立てました。
第１はライラを中心とした青少年の育成に努める。
第２はオリンピックを機に、これに乗じた活動をする。
この２点ですが、ライラにおきましては２月に予定通り行われ、千葉興銀さん及
び昭和精機さんらのご協力で無事終了いたしました。
しかし、残念なことにオリンピックが延期にとなり、空振り状態になってしまい活動
の術を失ってしまいました。
来季の委員長さんにおかれましては、是非将来ある若者の為、新たなる活動
の輪を広げて頂きたく、期待いたします。

森谷 博 ガバナー補佐

松戸北ロータリークラブの大川会長、柳幹事はじめ会員の皆様、こんにちは。
今日は、ガバナー補佐としての最後のご挨拶で訪問させていただきました。
さて、2019～20年度は、去年の9月の諸岡靖彦ガバナーの公式訪問から始ま
り、10月のロータリー情報研修会、年が明けて2月のインターシティミーティング
（IM）の開催と皆様のご協力により、順調に進んで参りましたが、このIMの頃から
新型コロナウィルスの脅威が身近に迫って来ました。5月に開催予定でありました
5クラブの親睦チャリティゴルフ大会は、新型コロナウィルスが猛威をふるいはじ
めて、政府による緊急事態宣言により残念ながら中止となりました。また、各ロー
タリークラブの例会も休会になったり、オンライン例会となったり、今までになかっ
たような状態になりました。第2790地区でも去年の台風の被害でロータリー情報研修会が開催できなかったり、
新型コロナウィルスでIMも開催出来なかったグループもいくつかありました。第13グループはまだよかったと思いま
す。現在は、少しは収束の兆しが見えてきましたが、まだまだ安心できる状況ではありません。
このような未曽有の危機にどのように対処していくのかロータリーに課せられた今後の大きな課題であると思われ
ます。この機会を捉えて、ロータリーの在り方について全会員での議論が必要であり今後のロータリー活動の方向
性を見出していただきと思います。
なお、松戸西ロータリークラブの山野井会長が提案しました5クラブ共同での松戸市立総合医療センターへの防
護服の提供は、大川会長にも賛成していただきましたが、残念ながらひとつのクラブの反対で成立しませんでし
た。ガバナー補佐として、調整力を発揮出来なくて申し訳なく思っております。また、次年度は、松戸西ロータリー
クラブの山田ガバナー補佐と谷口補佐幹事が就任しますので、皆様のご協力をお願いします。この一年間の皆
様のご協力に感謝致します。ありがとうございました。

＜会員近況報告＞

＜本年度会長・幹事記念品贈呈 バッジの引継ぎ＞
吉田俊一会員

小林弘会員

並木幸雄会員

齋藤國春会員

中原光男会員

浅野久会員

渡辺敏弘会員

野村充会員

大塚精一会員

崎谷延好会員

三村藤明会員

鈴木悦朗会員
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＜本日のニコニコ発表＞

森谷博ガバナー補佐 松戸北RCの皆様には、大変お世話になり感謝致します。
１年間ありがとうございました
長島聡子 様 本日はありがとうございました。
吉田俊一会員 永い間の休み中に誕生日が過ぎました。８５才ですいよいよエイ
ジシュートのラストチャンスです。菊作りもして居ますが思うように
出来ません。 頑張ります。
野村充 会員 誕生日のお祝い、ありがとうございます。
崎谷延好会員 皆様お久しぶりです。お元気ですか。ここ２ヶ月に渡り３つの密を確実に守り、そこに壇蜜も
加わり４つの密で、３㎏も太ってしまいました。本日は誕生日を祝って頂きありがとうございま
した。
鈴木悦朗会員 家内の誕生日プレゼントありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
三村藤明会員 誕生日のお祝い有難うございます。コロナ禍での生活様式の変化にまだ慣れませんが、
近づいてくる新年度に向けて頑張りたいと思います。
小澤盛明会員 妻の誕生祝ありがとうございます。日々元気に過ごしています。
平田洋一会員 ３月の結婚記念日のお祝ありがとうございます。
大川高明会長 例会 再会 に感謝
大川高明会長 誕生日プレゼントありがとうございます。６４才まだまだがんばります。
小澤直之会員 私と妻の誕生日のお祝いありがとうございました。第２波が訪れない事を祈ります。
野澤新之助会員 誕生日のお祝いありがとうございます。４５才になりました。
仕事もクラブも元気に頑張ります。
八木原清隆会員 誕生日のプレゼントを頂きありがとうございます。
丸山正紀会員 ありがとうございます。妻にはしっかり渡します。夫婦円満の秘訣ですね。
小椋伸也会員 自分と妻の誕生日のお祝いありがとうございます。家族７人力を合わせてコロナ生活をのり
きっています。
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クラブ奉仕委員会

大川隆永

委員長

当委員会の傘下には、プログラム委員会、親睦委員会、雑誌会報委員会、会
員増強委員会の４つの委員会がございます。
今年度の目標と致しましては
「クラブの機能を充実させるために、クラブ奉仕に属する４つの各委員会が、よ
り活発に行動し、当クラブの課題に向き合いそれを改善し、円滑な運営がなさ
れるよう努める」事と致しました。
私が思う当クラブの課題と申しますのは１つ目は「会員増強」のことです。
前年度は４０名でスタート致しましたが、今年度は７名減りまして３３名でのスタートとなりました。
対策として増強委員長を中心にクラブ内で具体的な候補者を挙げ、移動例会等にお招きするなどして増強に結
び付けようと試みました。
１０月１５日 山中温泉 拡大親睦移動例会の開催 ゲスト１名（本来４名のところ台風１９号の為）
１２月１８日 クリスマス例会 ゲスト３名（内１名入会、内１名は来年度入会いただけるとの事）
結果 新規入会者２名 退会者２名 ±０ 合計３３名
当クラブの課題の２つ目は「クラブの柱となる新たな奉仕活動」が無い事です。
これについては、前年度にディスカッションし情報収集した会員の意見を基に５大奉仕委員長及び会長幹事と協
議した結果、色々な意見が出ましたが松戸市根木内にある児童養護施設「晴香園」に対して何かできないかと
いう結論に至りました。
その後、施設の見学、ヒアリング等を行いました。また、会員皆様にどの様な施設かをご理解していただく為に、
施設長を例会にお招きし、卓話を行っていただきました。
結果、奉仕活動を実施するまでには至りませんでしたが、次年度に引き継ぎますのでよろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会

髙橋一彦 委員長

（発表：並木幸雄副委員長）

2019-20年度における松戸北ロータリークラブ職業奉仕委員会として活動致し
ましたが、コロナウイルスの影響からの世事情よりクラブ活動休止となり委員会
並び会員皆様が集える場面を失った期間が長かったと思います。そのような中
でしたが、今期の職業奉仕委員会としては活動計画の６割は実行できたのでは
ないかと感じております。
１つは、会員の事業功績視察からの職業倫理への理解と親睦・増強・クラブ結
束を目的に森谷充伯会員増強委員長・大川隆永クラブ奉仕委員長よりご協力
を頂戴し10月16日に森谷会員の手掛けられたホテルである山中温泉「花つばき」にて移動例会を実施致しまし
た。台風の影響より事前準備からご苦労された大川クラブ奉仕委員長のクラブ愛よりも十分な例会が用意され、
参加会員の皆様からは職業についても大変に参考になり、また親睦の意味も十分に兼ね備えた有意義な移動
例会であったと素晴らしい評価を頂戴しました。
また、当日は山中ロータリークラブ吉本龍平幹事にもご参加頂き現地の様子や温泉事情などもお話し頂き職業
奉仕委員会として、また、ロータリアン皆様も職業奉仕への理解と他クラブとの交流として良き時間をお過ごし頂
いたのではと感じております。
2つ目は大川会長・柳幹事のご協力による「近代AI技術」とのテーマで千葉大学大学院工学研究院より大川一
也様にAIロボットをご持参頂き1月22日に実施させて頂きました。
人間の思考をAIが理解し機械動作に繁栄して行くとの内容で卓話を頂き、その後に日本閣駐車場にてAI搭載の
自動運転車両の体験が行われました。会員の皆様にも科学技術の進化に驚きや期待をされた方も多かったの
ではないかと感じております。

社会奉仕基金

4,670円 《会報編集委員》野澤新之助・鈴木悦朗・小林辰幸・関征啓
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＜２２90回 例会プログラム＞

＜会長・五大奉仕委員長成果報告＞
大川高明 会長
今年度スタートは会員減少により33人のスターでした。また、会長エレクト不在で
のスタートでもありました。会長エレクトの選任にも大変苦労しました。最後に三村
会員が松戸北ロータリークラブの危機を強く感じて頂き10月の移動例会の時に
会長エレクトをお引き受け頂きました。大変感謝しております。ありがとうございま
した。
東日本大震災への支援、なかよし学級向けに長きにわたり続けてきたサツマイモ
掘りが中止となっており、大川高明・柳年度で新たな支援活動を決めるという大
きな仕事が達成できませんでした。このことは大変申し訳ないと思っております。
次年度に会長・幹事に協力し必ず決めて実行したいと思います。
この1年間会長を務めさせて頂いて感じたことですが次年度に向けて会員の皆様にお願いがございます。
次年度の松戸北ロータリークラブの事業・プログラム実施に当たっては会員全員が主体性を持って取り組んで頂
きたいと思います。特に各員会の委員長には委員会のプログラム実施当たってはリーダーシップを発揮して頂き
たいと思います。このことを最後にお願いし活動報告とさせて頂きます。

＜幹事成果報告＞
柳 孝実 幹事
まずは今年度大川会長のもとで幹事を務めさせていただき、本当に知識不
足、力不足で至らない点が多々あったにも係わらず、皆様に支えていただき何と
か1年を終えることができましたことに感謝申し上げます。大川会長、会員の皆
様そして事務局の足立さん、本当にありがとうございました。
振り返ってみますと前年度から会員数が7名減り33名でのスタートとなった今年
度は、会員増強はもちろんですが、会長エレクトが不在となったため新たな会長
エレクトを選出することや、長年行ってきたさつま芋堀りが前年度で終了となった
ので新たな社会奉仕活動を模索することといった課題を抱えてのスタートとなり
ました。
昨年10月の会員増強、クラブ奉仕、職業奉仕、クラブ研修委員会の共同企画で実施した山中温泉ツアーで
は直前の台風災害で北陸新幹線が水没し運行停止してしまい、現地に迎えないという危機に直面しましたが、
急遽会員の車に分乗して山中温泉に向かうというプランに変更し、ツアーを実行することができました。思い掛け
ないアクシデントに見舞われたもののこの旅行を通じて、空席だった会長エレクトの職を三村会員にお引き受けい
ただく流れとなり、とても有意義な企画となりました。同時に会員の皆様の力を集結することで素晴らしい結果を
生み出せることを学ばせていただきました。ご尽力いただいた皆様、本当にありがとうございました。
昨年9月から10月に発生した台風15号、19号、21号により日本中で甚大な被害が発生し、千葉県内でも甚
大な被害が発生しました。またその後の新型コロナウィルス感染症により3月11日の例会から12回連続で例会
取消しにせざるを得なくなったことは、私たちの暮らす社会がいかに災害に弱いかを痛感させられ、今後の仕事
やロータリー活動において今回の教訓を活かしどう活動していけばよいのか考えさせられました。簡単なことでは
ありませんが、大きな変化が求められていると思います。常に隣にある危機とどう付き合っていくのかを考えていく
ことは大切なことだと気付かされました。
今年度のもうひとつの課題であった新しい社会奉仕活動の模索は例会が開催できない状況でストップしてしま
い決定するまでには至りませんでした。申し訳ございませんでした。次年度社会奉仕委員長を拝命しております
ので引き続き皆様のご協力をいただきながら協議を再開していきたいと思います。
3月以降は例会を開催できない日が続き、一体どうすればよいのかと本当に歯がゆい思いをさせられました。
幹事の職を全うできたとは思っておりませんが、何とか終えることができるのは会長はじめ会員の皆様方のお陰で
す。本当に一年間どうもありがとうございました。

12:30 昼食 例会開始時までに各自昼食をとる
12:45 点鐘
12：47 会長挨拶・理事会報告
幹事報告
12:50 会長・幹事・５大奉仕委員長成果報告
12:57 本年度会長・幹事記念品贈呈
会長・幹事バッジの引継ぎ
次年度会長挨拶
次年度幹事挨拶
13:25 【委員会報告】
■社会奉仕委員会 本日の社会奉仕基金発表
■ニコニコ・出席・親睦活動委員会 本日のニコニコ発表
13:30 点鐘

大川高明会長
大川高明会長
柳 孝実幹事

大川高明会長

＜会長挨拶・報告＞

7月3日（水）大川高明・柳孝実年度がスタートしました。会長エレクト不在で
のスタートでした。
9月4日（水）松戸ロータリークラブとの合同ガバナー公式訪問がありました。
ガバナーエレクト不在の件ではガバナーにご心配をおかけしました。
10月10日（木）情報研修会。
10月15日（水）から2泊3日で「山中温泉 湯畑の宿花つばきへ」移動例会
実施。職業奉仕委員会・研修リーダー・会員増強委員会・ゴルフ同好会を中心
に計画された内容が無事に終了し会員の親睦が深まりました。また、この移動例
会で三村会員が会長エレクトをお引き受け頂きました。
1月22日（水）千葉大大川一也準教授に「AIによる自動運転」の卓話を頂きました。
2月20日（水）第13グループの5クラブ合同例会とIMが実施されました。ルーマニアとドミニカの大使館から
講師を招き講演を頂きました。
その後は新型コロナウイルスの蔓延により例会が3月11日（水）から12回例会が取消となりました。このこと
で今年度の松戸北ロータリークラブとしては不完全燃焼で終わったことは大変残念です。次年度三村・崎谷年度
もまだまだ厳しい環境の中でのスタートとなりますが私個人としては精一杯応援致します。

＜幹事報告＞

例会変更のお知らせ
松戸ロータリークラブ
7月1日（水） 例会場所の変更（ZOOMによるオンライン併設）
松戸商工会議所会館
7月8日（水） 7月15日（水） 7月22日（水）
会員一部限定出席のZOOMによるオンライン併設開催に変更
7月29日（水） 第７条第１節により休会
松戸東ロータリークラブ
6月26日（金） 今年度最終例会はオンライン併用例会に変更
松戸中央ロータリークラブ
7月2日（木） 移動例会に変更 点鐘12：30 場所 柏 日本閣
7月9日（木） 7月16日（木） 7月30日（木） 通常例会（食事無）及びZOOM例会

