2020-2021年度
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
WEEKLY REPORT

「四つのテスト」

1・真実かどうか
3・好意と友情を深めるか

２・みんなに公平か
４・みんなのためになるかどうか

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2317回例会 2021年06月09日(水)

ロータリーは機会の扉を開く

■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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＜第2317回 例会プログラム＞
司会 平田 洋一会員
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食事 例会開始時までに各自食事をとる
点鐘
国家並びにロータリーソング静聴
お客様紹介
会長挨拶・理事会報告
幹事報告
各委員会成果報告

三村 藤明 会長

児山守治 会員
家内の誕生日プレゼントありがとうございます。コロナ禍の中、手洗い・うがい・マスク着用を励行し
ていきたいと思います。

大川 隆永 会長エレクト
三村 藤明 会長
崎谷 延好 幹事

【委員会報告】
■出席親睦委員会 諸事お祝い
■ニコニコ発表
ニコニコ委員会
■社会奉仕基金発表 社会奉仕委員会

野澤新之助 副委員長
小林 弘 副委員長
柳 孝実 委員長

点鐘

三村 藤明 会長

＜会長挨拶＞

鈴木悦朗 会員
家内への誕生日の品ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

織田証 会員
嫁の誕生日のお祝いありがとうございます。今年で62歳です。まだまだ頑張ってくれています。
小林辰幸 会員
57歳になりました。50のハーフを過ぎましたのでゴルフは1つずつスコアが減るようにしてまいりま
す。誕生日の祝いありがとうございます。
八木原清隆 会員
お誕生日のお祝いありがとうございます。おかげさまで53歳になりました。

三村

藤明会長

皆さん、こんにちは。本年度の例会も、今日を含めてあと２回となりました。
皆様、コロナワクチンの接種は進んでいますでしょうか？松戸市は、６月末ま
でに高齢者の希望者全員に、２回目のワクチン接種を完了させる予定のようです。
私たちより若い方々は、もう少しお待ちください。
さて、理事会でも話したことですが、まず、先日の６月４日金曜日に、松戸西
クラブの３５周年記念行事に参加してきましたので、その報告をさせて頂きます。
いろいろ参考になることが多かったです。
参加人数はもちろん制限しておりましたが、来賓は、本郷谷松戸市長、渡辺博
道衆議院議員、漆原ガバナーと、西クラブではありますが山田ガバナー補佐に谷口
補佐幹事、そして私たち13グループの会長・幹事はもちろん、野球部の関係で成
田、市川、千葉、浦安からいくつかのクラブが参加しておられました。
まず、最初に、モンゴルの友好クラブからのビデオレターがありました。コロナ禍でなければ来日されたよ
うでした。西クラブは、数年前から、モンゴルのロータリークラブと友好関係を結んでいるようで、モンゴル
に、井戸や仮設トイレを贈呈したり、また子供達に文房具を贈っている様子がビデオで流れていました。
さらに、地区補助金を活用して松戸市運動公園にベンチ２基を贈呈し、またコロナが始まってすぐの昨年５
月には、同じく地区の補助金を利用して松戸市総合医療センターにKN９５マスク３０００枚を贈呈したそう
です。漆原ガバナーによれば、西クラブは補助金の活用が上手で、毎年何かの補助金を活用して寄付を行って
いるそうです。
さらに、女性会員第１号が入会されたとのことで、司会の一人として参加しておられました。最後に、渡辺
氏から、「水素社会を目指して」という講演がなされました。これは前回お話ししたカーボンニュートラルの
件ですが、水素の活用に焦点をあててお話ししておられました。
少し詳しくご紹介させて頂いたのは、次年度の当クラブでの活動に参考になるかなと思ったからです。
まず海外のクラブとの交流は、コロナ禍で現時点では難しい面はありますが、一朝一夕でできるものではあ
りませんので、国際奉仕委員会を中心にして、是非、準備して、考えて頂けると良いかと思いました。
それと、地区補助金を上手に活用しているのが印象的でした。これも、単年度ですぐに実行というのはなか
なか難しいですが、少し先を見据えての計画をたてて実行していくと良いと思いました。ちょうど、大川会長
エレクトは、こういう手続が非常に上手ですので、是非、何かを実現していただけるものと期待しておりま
す。
加えて、ダイバーシティの時代ですから、会員増強に加えて、女性会員の参加を考えておくことも必要かと
思いました。
そして、カーボンニュートラルは、世の中の必須事項になっていますので、当クラブとしても、脱炭素とい
うことを意識して活動すると良いかと思いました。

小椋伸也 会員
妻の誕生日のお祝いありがとうございます。2日が誕生日だったのですが、忘れてしまい怒りを収めるの
に大変でした。

高橋清会員から皆様へ
皆さん如何お過ごしでしょうか？
新型コロナウイルスにおける緊急事態宣言の中、ロータリー活動も大変な事と承知しております。
このような折、私はリンパ上皮ガンという厄介な病気治療のため、そして91歳という体力の限界を知り、
約31年間お世話になった当クラブを後にさせて頂くことになりました。
長い間、皆さんには大変お世話になりありがとうございました。
また、2度目のポールハリスフェローも頂き、未だに目に浮かぶ家族ぐるみの親睦旅行や、社会奉仕活動
の思い出を胸にして、本来であれば、皆さんと顔を合わせてお礼申し上げるところですが、せめてニコニ
コのお礼をもってお許しいただきたく、本当にありがとうございました。
今後は一彦会員をよろしくお願いいたします。
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国際奉仕委員会

高橋一彦

委員長

今年度は委員長：髙橋一彦、副委員長：野村充会員、委員：浅野久会員の3名を構成メ
ンバーとし、
①ロータリー財団委員会活動の資金協力への援助、
②ロータリー国際奉仕の理念を正しく理解してもらう為の情報伝達と活動、また、
③クラブレベルまた個人レベルでの国際奉仕活動の研究と模索、以上の３つを活動計画
として掲げ活動を始めさせて頂きました。
しかしながら、コロナウィルス問題よりクラブ員との意見交換の場も少ない上、国内
含め海外よりの情報収集も難しく、奉仕活動への対応と立案模索に委員会として活動が
難航し行動に行き届かず、何も出来ていないのが現実でございます。
今期国際奉仕委員会としても暫くの間はロータリー活動が同じ状況下に置かれるのでは
ないかと推測しており、次期も国際奉仕委員会含め関連する各委員会がご苦労をされる
事と感じております。次年度中には松戸北ロータリークラブとして少しでも前進できる様に早期のコロナ収
束を祈念させて頂き簡単ではありますが報告と致します。
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理事会では、コロナ禍で財政的に余裕があることより、通常は会員１名あたり１万円を徴求している記念事
業特別会費合計３２万円を、会の予算から繰り入れる決議を行いました。
報告事項としては、先に述べたことを報告して次年度の活動方法や５０周年式典の件を含めて協議させて頂
きました。
次年度こそ、コロナが開けて北クラブ本来の活動ができることを期待しております。
以上で会長挨拶を終わろうと思っていたのですが、昨日の日経新聞のトップ記事に驚いたので、一言、報告
させて頂きます。
それは、アルツハイマー型認知症治療薬の承認申請を、FDA（米食品医薬局）が認めたというニュースで
す。エーザイと米バイオジェンが共同開発した「アデュカヌマブ」という薬で、認知症の原因物質とされる
「アミロイドベータ」を除去する効果があるそうです。日本でも、認知症の高齢者は約６００万人（２０２０
年）、軽度認知障害の人も４００万人いるそうですから、非常な朗報です。ただ、今日の新聞の続報では、年
間治療費が約６１０万円になるとのことでした。この薬が日本でも早く承認されて、認知症の特効薬となるこ
とを期待すると共に、医療費が安くなるような努力をお願いしたいと思いました。
以上で会長挨拶を終わります。

＜幹事挨拶・報告＞

崎谷延好 幹事

ポールハリスフェロー・バッジ授与式
６月のロータリーレート

１ドル１０９円となっております。

次に例会変更のお知らせです。
松戸中央ロータリークラブさんより
６月１０日（木）、１７日（木）をズームにて行う。
６月２４日（木）を移動例会とし、日本閣にて行う。
点鐘１２時３０分
次に国際ロータリー日本事務局より在宅勤務を６月３０日まで延期する。との連絡
がありました。
また、日本ロータリー１００周年を祝う会の様子がユーチューブの再生視聴版で見る事が出来ます。ご希望の
方は視聴アドレスを事務所までお問い合わせください。
以上。

各委員会成果報告
クラブ奉仕委員会

【ニコニコ発表】

小林弘 副委員長

吉田俊一 会員
いよいよ86歳になりました。過去の1年と昨今の1年とでは全く違う1年を痛感して
います。ゴルフは毎週行ってます。
崎谷延好 会員
２週間の自粛生活は、本当にきつかったです。家内も本日から仕事を始め体調も良
好です。
またポールハリスフェローを頂き重ねてお礼申し上げます。

大川高明

委員長

クラブ奉仕委員会ですが副委員長に小林辰幸会員増強・職業分類委員長、委員に
野澤新之助プログラム委員長、関征啓出席親睦委員長、吉田俊一ニコニコ委員長、
鈴木悦朗会報・雑誌・広報委員長の6名で活動いたしました。
コロナの影響で例会の開催もできず集まれない中、各委員長にはご苦労をおかけし
ました。
まず、プログラム委員会は例会や行事等が変更や中止になった中、会長・幹事と
連携しプログラムを作成頂き例会を運営頂き、司会進行もスムーズに行って頂きま
した。
出席親睦委員会も行事の中止等が多く有り、なかなか活動ができませんでした。
家族例会も2回とも中止となりました。新会員の廣瀬さんの歓迎会もできておりませ
ん。次年度はコロナも落ち着いて家族例会・歓迎会ができることを祈ります。
ニコニコ委員会は少ない例会の中、先輩ロータリアンの楽しいトークを交えた発表には感謝いたします。
5月までで昨年よりは少ないようですが70万程度集まりました。ありがとうございました。
会報・雑誌・広報委員会は会報の作成に尽力され、とても見やすい会報でした。ありがとうございます。
広報についてもFacebookへの掲載もこまめに行い、他のロータリークラブより多くの「いいね」を頂いており
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ます。今後もFacebookを活用し当クラブの情報を発信し前向きにいろいろな活用を検討していければと思っ
ています。
会員増強・職業分類委員会は1名の新会員の入会が有りました。次年度も新会員の入会に各会員が務めて頂
きたいと思います。

プログラム委員会

野澤新之助 委員長

皆様こんにちは。
2020-2021年度プログラム委員会の委員長野澤です。
当委員会は、副委員長に大川隆永会員、委員に平田洋一会員、松丸政司会員の4名で1
年間務める予定でしたが、松丸会員の退会があり途中から3名で活動しました。
本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で例会を通常道り行うことができず、例会取り消
しが幾度もありました。それにより例会プログラムは直前まで決まらず事前に配布することもで
きないことが多々ありました。
プログラムも外部の卓話依頼は困難なため、会員の皆様で行いました。
新入会員紹介として小椋さんの卓話や研修リーダー主催のガバナー補佐経験者の卓話な
どが行われました。会員の皆さんの卓話は知らないことが発見できたり、ロータリーの知識を
深めたりとても興味深いものでした。
会員卓話によって会員の相互理解やクラブの充実を図ることを今年度の活動計画に掲げて
おりました。次年度も会員による卓話の実施を推奨いたします。
不備不手際がございましたが、会員の皆様のご理解とご協力により今年度を終えることとなったことに感謝致しまして成果と
させて頂きます。ありがとうございました。
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会報・雑誌・広報委員会

吉田俊一

委員長

目標として、当クラブも年齢差が大きくなりました。年齢を重ねないと見えない
事等をお伝えして、若い会員のみなさんも年齢を重ねて「ロータリーの高齢の人達
がこんな事言ってたな」と思い出して頂けるような委員会にしたいと思っていまし
たが、果たしてその様な委員会にはなれたかどうか？
どの委員会も同じですが、コロナ禍の為、例会数が少なく当初掲げてた目標には及
びませんが皆さまのご協力で7割以上の成果を上げる事が出来ました。
金額、コメントの表彰は行わないことと致します。
一年間のご支援に感謝申し上げます。

ロータリー親睦活動月間
6月は、レクレーション活動や保険と医療問題に共通の関心を寄せるロータリアンや、類似した職業をもつ
ロータリアン同士の国際親善と善意の重要性を認識し、親睦活動への参加の増加及びこのプログラムに対する
理解を促進するため、RI理事会によってロータリー親睦活動月間として指定された。RI理事会は、各親睦グ
ループがプロジェクト及び催しを通して6月の「ロータリー親睦活動月間」を祝う活動を強調するよう推奨す
る。
■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。

社会奉仕基金

2887円

《会報編集委員》 鈴木悦朗・小澤直之・大塚精一・小椋伸也

委員長

今年度の会報・雑誌・広報委員会の委員長を担当いたしました鈴木悦朗です。
副委員長に小澤直之会員、委員に大塚精一会員、小椋伸也会員の素晴らしいチーム
ワークで当初は毎月担当を決めて持ち回りで、後半は毎号持ち回りで会報を編集させ
ていただきました。
松戸北ロータリークラブの例会及び奉仕活動等をクラブ内外に周知するとともに、
奉仕（Service）、親睦（Fellowship）、多様性（Diversity）、高潔性
（Integrity）、リーダーシップ（Leadership）というロータリークラブが大切にして
きた中核的価値観をベースに公共のイメージの向上を図るとともに、その魅力を地区
やクラブ内外に伝えられる大切な役割があります。
今年度に入る前にほかのクラブの会報を拝見していましたら、マスク姿で挨拶する
画像ばかり。会報、Facebook等の媒体をつくってゆくときに大切したいものは、何よ
りもメンバーの魅力的な画像です。コロナ禍もまだ続くようですが、マスク姿ばかり
では見たくなくなります。さっそく委員会で話し合い、挨拶のときはマスクを外して、下を向かないようにお
願いするようにいたしました。そのためにたくさんの画像を撮影させていただき、会報に掲載されていない画
像は、よりアクティブに見えるように、Facebookに載せてまいりました。皆様の笑顔で、かなり明るい雰囲
気になったと思います。
今日まで第2291回より第2316回計25号の会報を無事発刊することができました。三村会長、崎谷幹事をは
じめ、会員の皆様一年間ありがとうございました。残り2号となりますが、最後までご協力よろしくお願いい
たします。

社会奉仕委員会
ニコニコ委員会

鈴木悦朗

柳孝実

委員長

今年度の社会奉仕委員会は新たな奉仕活動の模索からスタートしました。
松戸北ロータリークラブの奉仕活動は髙橋一彦年度を最後にさつま芋堀りという長年
の奉仕活動の柱を失い、前年度の大川高明年度は新たな奉仕の模索を行うべくグルー
プディスカッション等の活動してきましたが、コロナ禍で例会が開催できなくなり、
奉仕活動を決定するには至りませんでした。
今年度はコロナ禍でも実行可能な新たな奉仕活動を模索するところからのスタートと
なりました。
平田会員のご縁で一般社団法人ダイバーシティA.C.千葉の活動を知ることとなり、奉
仕先として検討するため、三村会長の指示により調査委員会が組織されました。
調査委員長として2020年10月に大門代表と面談を行い、団体の実態、活動の実態そし
て大門代表の想いをヒアリングさせていただきました。その後11月に会員11名で練習
の視察も実施しました。その結果を「一般社団法人ダイバーシティA.C.千葉調査及びヒアリング結果報告」
としてまとめ会員の皆さまにご報告させていただきました。
2021年1月、「一般社団法人ダイバーシティA.C.千葉への奉仕事業案」を作成し、松戸北ロータリークラブの
ロゴ入りウィンドブレーカーの贈呈と松戸北ロータリークラブとして法人協賛会員への加入（協賛金1万円）
を理事会に提案し承認いただきました。その後クラブ総会において会員の皆様にも承認をいただき、今年度
の奉仕活動として無事に実行することができました。
コロナ禍でなかなか開催できなかった贈呈式も2021年4月28日に無事に終了することができました。
ただ単にウィンドブレーカーを贈呈するのではなく、障害者スポーツを知る活動が重要であると考えまし
た。コロナ禍で会場に選手の応援に行くことは叶いませんでしたが、大会の動画配信を通じてリモートで応
援していただけるように会員の皆さんに案内しました。またリアルタイムでご覧になれなかった方のために
例会の中でも大会の動画を視聴しました。
その他、ダイバーシティA.C.千葉の取材情報等を随時会員の皆様に共有し、ダイバーシティA.C.千葉の活動
を少しでも身近に感じていただける活動を行って参りました。
結果として多くの会員の皆様に個人でも協賛会員に登録していただき、更なるダイバーシティA.C.千葉の支
援にもつながりました。本当にありがとうございました。
会員の皆様のご理解ご協力なくしては、到底奉仕活動の実現は叶いませんでした。会員の皆様に心より感謝
いたします。本当にありがとうございました。

