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＜青少年奉仕委員会就任挨拶＞
青少年奉仕委員会 小澤 盛明委員長

2020-2021年度

ロータリー歴１８年になりますが、青少年関係の委員会になるのは初めてで委員長という
大役を仰せつかりました。

国際ロータリー 第2790地区 第13グループ

何をどのように進めたら良いのか解りませんが、幸いにも委員には青少年委員会経験者
がいて、勉強をさせて頂きながら努めさせていただきたいと思います。

松戸北ロータリークラブ会報

委員には、丸山会員・小林辰幸会員と心強いメンバーがいてRYLAにおいては、毎年参
加者を出して頂き

本年度も強力な助っ人になって頂けることを期待しております。

RYLA自体参加したことがないので、今から楽しみです。

また、老若交友会等を企画し
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若い人たちと積極

的に関わりを持ち、次世代を担う若者たちの手助けが出来ればと考えております。
メンバーの皆様も、全員が青少年奉仕委員会委員のつもりで若者と付き合って頂き、若きリーダーを育てる手
助けをして頂ければと思いますので、１年間宜しくお願い致します。

＜本日のニコニコ発表＞ ニコニコ委員会 吉田俊一委員長
松戸西RC山田正記ガバナー補佐 ２０２０－２０２１年度、2790地区のガバナー補佐を務めることになりました。
一年間宜しくお願いいたします。
三村藤明会長・崎谷延好幹事
本年度会長幹事を仰せつかりました三村、崎谷です。皆様ご協力をお願い
いたします。
浅野 久会員 三村・崎谷年度まだまだコロナで大変でしょうが、がんばってください。
並木幸雄会員 三村会長、崎谷幹事年度のスタートを祝し、ご活躍を祈念いたします。
小林 弘会員 誕生祝いをいただきありがとうございました。（85回目）足、腰がよわり歩く事が大変ですが、コロ
ナも少し落ち着いてきましたので、またスポーツクラブに行き頑張ります。
寺川忠男会員 本日は三村会長崎谷幹事新年度のスタートおめでとうございます。門出を祝してニコニコさせて
いただきます。三村さん、崎谷さん2人のパワーでコロナウィルスなど吹き飛ばしてください。
”ガンバッテ“
吉田俊一会員 大川・柳年度大変お疲れ様でした。三村・崎谷年度のスタート大発展を祈念して。
髙橋 清会員 大川、柳年度、世事情の困惑する中で大変お疲れ様でした。また、そのような中での三村会
長、崎谷幹事年度の新調スタートとなりますが、ご活躍を祈念させて頂きます。
都合により欠席が続いておりますが、誕生祝いで名が呼ばれていると想像しております。お蔭
を持ちまして、丁度、本日7月1日で90歳を迎えます。日頃よりの皆様からのお気持ちに感謝を
申し上げると共に新年度の始まりと併せ、ニコニコさせていただきます。
野村

充会員 本日、仮欠席致します。昼の例会と思いすみません。三村・崎谷年度のご活躍お祈り申し上げ
ます。山田ガバナー補佐、谷口幹事、健康に留意され、頑張ってください。ついでに妻の誕生
日祝い有難うございました。
鈴木悦朗会員 大川前年度会長・柳前年度幹事、今まで諸先輩も経験したことのないコロナ禍の中、少しでも
例会を繋げていくためにオンライン等いろいろ努力され、ありがとうございました。大川・柳年度に
対する感謝と、これから私共にエネルギーを与えてくれるであろう三村・崎谷年度の門出を祝し
てニコニコいたします。
森谷充伯会員 三村会長・崎谷幹事一年間新しい日常よろしくお願いいたします。
小澤盛明会員 三村・崎谷年度の門出を祝して！１年間よろしくお願いします。
齋藤國春会員 大川前会長、柳前幹事お世話になりました。ご苦労様でした。三村新会長・崎谷新幹事宜しく
お願い致します。
児山守治会員 妻の誕生日プレゼントありがとうございました。大川高明・柳年度お疲れ様でした。三村・崎谷年
度よろしくお願いいたします。
髙橋一彦会員 大川・柳年度、大変にお疲れ様でした。この様な世事情の中で引き続きでの新期始まりですが
三村藤明会長・崎谷延好幹事、ご活躍を祈念させて頂きます。また、都合での欠席お許しくだ
さい。
大川隆永会員 三村・崎谷年度のご活躍を祈念し、ニコニコ致します。
大川高明会員 三村・崎谷年度、スタートおめでとうございます。一年間よろしくお願い致します。

社会奉仕基金

3,472円

《会報編集委員》 鈴木悦朗・小澤直之・大塚精一・小椋伸也

ロータリークラブに参加しよう
地元の町や世界をより良くしたいと願うロータリー
の120万人の会員は、世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため
に、人びとが手を取り合って行動する世界を目指し
ています。 https://www.rotary.org/

第2291回例会

2020年7月1日(水)

■国際ロータリー会長 ボルガー・クナーク

■ 例 会 日 - 毎週水曜日12：30より（第1例会18：30）

■第2790地区ガバナー

漆原

摂子

■ 例 会 場 - 流山市前ヶ崎717「柏日本閣」

■第13Gアシスタントガバナー

山田

正記

■ 事 務 所 - 松戸市八ヶ崎1-11-13

■松戸北ロータリークラブ会長 三村

藤明

■TEL/FAX- 047-711-5950 / 047-711-5910

■松戸北ロータリークラブ幹事 崎谷

延好

■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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＜２２91回 例会兼クラブ協議会プログラム＞
17: 30
18: 30
18: 45
18：47
18：50

＜幹事挨拶・報告＞

第1回理事会

食事 例会開始時までに食事をとる
点鐘
お客様紹介
就任挨拶
就任挨拶・幹事報告
19：00 ガバナー補佐就任挨拶
クラブ協議会
五大奉仕活動方針発表
クラブ奉仕委員会
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会
青少年奉仕委員会
講 評
19:20 【委員会報告】
■社会奉仕委員会
本日の社会奉仕基金発表
■ニコニコ委員会
本日のニコニコ発表
19:30 点鐘

＜会長就任挨拶＞
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崎谷延好 幹事

この度、２度目の幹事を仰せ付かりました、崎谷でございます。
１度目は無我夢中でやってまいりましたが、２度目ともなりますと何をや
ればいいか、ある程度分かっているだけに、妙な緊張があります。コロナ
と共存の一年となりますが、会員皆様のご協力の下、三村カラーを発揮す
るに、如何に盛り上げていけるかが課題となると思っております。会長よ
り目立たず、滑らず、怠らずをスローガンに頑張ります。宜しくお願い申
し上げます。

＜ガバナー補佐挨拶＞

柳 孝美 委員長

吉田俊一 委員長
三村藤明 会長

三村 藤明 会長

新年度第一回目の例会を迎えることができました。緊張してお
りますし、私自身、いたらぬ点ばかりであることは重々承知して
おりますが、助っ人を買ってでてくれた崎谷幹事と二人三脚で、
１年間頑張りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
さて、今日は、山田正記ガバナー補佐と谷口義紀（やぐちよし
のり）ガバナー補佐幹事においで頂きました。実は山田ガバナー
補佐と私は、司法研修所時代の同期同クラスという深い縁があり
ます。研修所時代にもお世話になりましたが、本日、記念すべき
第1回にもお越し頂き、大変嬉しく思っております。
また本日は、せっかくガバナー補佐に来て頂いていますから、５
大奉仕の各委員長にお話し頂くことにしました。その上で、山田
ガバナー補佐に後ほどお話しを頂きたいと思っております。コロ
ナの影響もあり、今回のクラブ協議会はそれで兼ねさせて頂きた
いと思いますのでご了承をお願いします。
さて今年度のRIテーマは、「ロータリーは機会の扉を開く」です。また地区スローガンは、「ク
ラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！ 」です。奉仕の理念（The Ideal of Service）、すなわ
ちサーヴィスという考え方は、「他人を思いやり、他人のためになることをしようという考え方」で
す。コロナの影響下ではありますが、創意工夫して奉仕の理念を実現できる活発なクラブ運営を実践
していきたいと思います。

今年度のＲＩテーマは、
「ロータリーは機
会の扉を開くRotary Opens Opportunities」

第13グループガバナー補佐

山田 正記

私は、本日から１年間、２０２０－２１年度のＲＩ
２７９０地区のガバナー補佐として第１３グループを担
当することになりました松戸西ロータリークラブの山田
正記です。よろしくお願いいたします。
ガバナー補佐に就任する前には、昨年１０月から毎月
１回程ガバナー補佐会議といういわば勉強会に出席する
ことになりましたが、本年２月以降は、新型コロナウィ
ルスの感染拡大のため一時中断し、６月１３日にようや
く再開されました。
その際、今年度のガバナーである漆原さんからお話し
がありましたので、皆様にお伝えいたします。
今年度のＲＩテーマは、「ロータリーは機会の扉を開
くRotary Opens Opportunities」であり、地区スローガ
ンは、「クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！」
です。そして、今最も大切なことは、クラブ会員の健
康・安全、そして会員が所属クラブとロータリーにつな
がり続けること。ガバナー補佐は、まずは担当クラブの
状況を把握し、クラブ会員数の減少や活動の活性低下を
少しでも食い止めて下さい。というお話でした。
緊急事態宣言が解除され、経済活動も以前に戻りつつ
ありますが、それに伴って感染者数が増加傾向にありま
す。またいつ緊急事態宣言が発令されるか予断を許さな
い状況です。
大勢が集まる集会の開催が可能なのかどうかも不透明
です。そういう意味では、手探り状態でのロータリー活
動とはなりますが、こういう時だからこそロータリー活
動の真価が問われるのであろうと思います。未経験の状
況が続く１年間になるかと思いますが、皆様のご協力を
切にお願いいたします。

■ロータリーの奉仕哲学「超我の奉仕」Service above self■
このServiceの意味は人のためにつくすこと。ビジネスでもServiceの心がけはシェルドンの言葉を借
りれば「永続的な顧客を得る道」であり、信用を増して繁栄への道につながる。
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＜社会奉仕委員会より＞ 社会奉仕委員長 柳 孝美

＜クラブ奉仕委員会より＞ クラブ奉仕委員長 大川 高明

今年度、社会奉仕委員長を務めさせていただく柳孝実です。副委員長に
齋藤國春会員、委員に中原会員、野村会員、大川隆永会員を迎え５名で
１年間運営させていただきます。よろしくお願いいたします。
長年に渡り松戸北ロータリークラブの奉仕事業の顔であったさつま芋堀
りが残念ながら中止となり、前年度は新たな奉仕活動を模索し決定すべ
き年でしたが、残念ながらコロナ禍でクラブの活動が行えなくなり、奉
仕活動の決定には至りませんでした。
今年度、奉仕活動を決定することは目標ではなく、必ず達成すべき事
項と考えております。そのために若輩委員長である私をサポートすべく
経験豊富なベテラン会員を副委員長および委員につけていただいたと受
け止めております。
前年度までに「新たな奉仕活動模索のためのディスカッション」において皆様からいただいたご意
見を委員会内で取り纏め、実現可能性などを協議しながら絞り込んでいきます。その際、新たにコロ
ナ対策も踏まえた検討が必要と考えております。
そして絞り込んだ案については改めてクラブ内で協議する機会を設け、最終的に松戸北ロータリーク
ラブの新たな奉仕活動を決定していきたいと思います。
その後、奉仕活動をさせていただく団体様と具体的な活動内容についての協議を重ね、実行までの道
筋をつけたいと思います。
今後の松戸北ロータリークラブの奉仕事業の顔となる全員参加型で持続可能な奉仕活動を決定できる
よう努めてまいります。重責ではありますが、このようなタイミングで社会奉仕委員長を努められる
ことを幸運と思い１年間邁進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

三村・崎谷年度でクラブ奉仕委員長を務めます大川高明です。副委員長
には会員増強委員長の小林辰幸会員、委員にはニコニコ委員会委員長吉田
俊一会員、会報・雑誌・広報委員長鈴木悦朗会員、プログラム委員長野澤
新之助会員、出席親睦委員長関征啓会員、以上6名で運営して参ります。
この新型ウイルスの影響がまだまだ続いており今までに経験したこと
がないロータリークラブ運営、活動になります。例会開催も難しい状況で
あります。このような状況下ではありますが各委員長は積極的な活動計画
をされております。この内容を踏まえ、クラブ奉仕委員長として
＜目標＞
クラブ運営の機能を充実させるために、クラブ奉仕委員会属するこの5つの委員会が活発に行動
できるようにし、且つ円滑な運営ができるように努める。
＜活動計画＞
各委員会の会合に参加し、年間の活動内容を把握し、その活動をサポートし、各委員会がスムーズ
に活動できるように努める。
各委員会の会合は2ヶ月に1回程度実施頂き、進行業況を確認する。
5つの委員会を通して楽しいクラブ運営ができるように努める。
です。
三村・崎谷年度では会員が楽しくロータリー活動に参加して頂けるように努めます。これにより親
睦が図られ、会員増強につながり松戸北ロータリークラブの発展につながると確信しております。

＜国際奉仕委員会より＞
国際奉仕委員会 浅野 久会員
今年度、国際奉仕委員の浅野です。委員長は高橋一彦さ
んで仮欠席とのことで、副委員長の野村さんから原稿を預
かりましたので代読させていただきます。
内容はと申しますと先週まで私（野村）が国際奉仕委員
長でありました関係で年度報告させていただいた内容と同
じでありますが、本日モンゴル・ベトナム等での奉仕活動に熱心な松戸西ロータリークラブより輩出
されました山田ガバナー補佐、谷口幹事の訪問という事で再度述べさせて頂きご意見を頂ければと思
います。詳細は高橋委員長にお聞きしないと不明でありますが、私が思うには松戸市国際協会の理事
の役割が当クラブの大川直前会長で、任期が一年残しておりますので、当クラブとして全面的な協力
をしたいと思います。一年延期となりました東京オリンピックのスポンサー都市としての松戸市、そ
の中で先日森谷パストガバナー補佐主催のＩＭそして松戸中央ロータリークラブのルーマニアに対す
る思い入れがありましたが、私共は他のクラブと図ってサッカー、ドミニカ共和国への協賛及び友好
を考えておるところです。会員も減少している中、身中に合った後援を高橋一彦委員長と浅野会員と
考えてまいりたいと思っております。以上です。一年間よろしくお願いいたします。

＜職業奉仕委員会より＞

職業奉仕委員長 小澤 直之

この度、職業奉仕委員会 委員長を仰せつかりました小澤です。
平田会員を副委員長として大川高明会員、大塚会員の4名で一年間務めて
まいります。
実際私自身がロータリーの職業奉仕について何も理解出来ておらず、
何を実行するかのイメージも沸かないのが現状ではありますが、せっか
く職業奉仕委員長を任された限りは何か実績を残して今年度を経たいと
は思っております。
職業奉仕委員長を経験した先輩のお言葉をいただきますと、何よりも
会員の職業の理解が必要であるとの事から、改めて卓話なりディスカッ
ションなりで会員の職業に対しての理解を深めていきたいと考えていま
す。
それをどのようにしてロータリーの奉仕につなげるかは、クラブの先
輩達からヒントを頂戴できるとありがたいです。
現在の北クラブは幅広い年齢層で組織されているので様々な目線から意見をいただき、ざっくばら
んに語り合いが出来る機会を積極的に作っていきたいと思います。
また職業奉仕だけに留まらず他の奉仕委員会とも手をつないで、楽しみながら奉仕活動をすること
を目標といたします。
まさにコロナ禍によって職業の在り方も大きく変化していくのであろうかと考えられます。
会員皆様が各方面で収集した情報をお互いに共有する事によって、各々の職業の発展につながるきっ
かけ作りが出来ればと思っております。そして今年度実行出来なかった企画等も次年度、次々年度へ
とバトンタッチをしていく基盤を作れればと思います。

