次年度2021-2022年度 RIテーマは「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
2021-2022年度

国際ロータリー会長

Shekhar Mehta

2020-2021年度

シェカール・メータ
カルカッタ‐マハナガルRC（インド）
人のために世話をし、奉仕することが最良の生き方。
なぜなら、その経験を通じて誰かの人生だけでなく、自分の人生を豊かにできるのだ
から……。
国際ロータリーの次期会長であるシェカール・メータ氏はこう述べ、 奉仕プロジェ
クトへの参加を会員に呼びかけました。
カルカッタ- マハナガル・ロータリークラブ（インド、西 ベンガル州）に所属するメータ氏は、ロータリー国
際協議会中の 2 月 1 日、次期地区ガバナーに向けて 2021- 22 年度の会長テーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊
かにするために」を発表しました。地区ガバナーエレク トを研修するための年次行事である国際協議会は当初、
オーランド（米国フロリダ州）で開催予定でしたが、 新型コロナウイルス流行のためバーチャル（オンライン）
で開催されました。
ロータリーでの奉仕プロジェクトへの参加を通じて自身が人間として成長したことに触れたメータ氏は、その
経験を通じてほかの人のニーズに目を向けるようになったと述べました。クラブ入会後まもなく、メータ氏はイ
ンドの僻村を支援するプロジェクトに参加しました。
そこで村人たちの状況を目にしたことで、奉仕への決意が固まりました。「同胞たちが抱える苦境を真に理解
しました」とメータ氏は語ります。その後も、子どもへの義肢の寄贈、家庭への安全な水と衛生設備の提供、地
域の医療施設の改善など、 数々の取り組みに参加しました。
「ロータリーが私の心に火をつけました。自分の身の回りを超えたところに目を向け、人類全体を考えるよう
になりました」とメータ氏。「奉仕が私の生き方となったのです。多くの方々と同じように、“ 奉仕とは、自分
がこの地上に占める空間に対して支払う家賃である ”という 信条を持つようになりました」
メータ氏は、次期ガバナーに対し、次年度に自らが模範となって導き、測定可能・持続可能なインパクトをも
たらす奉仕プロジェクトへの会員の参加意欲を引きだすよう呼びかけました。また、各クラブが「ロータリー奉
仕デー」を実施することを求めました。「ガバナーとしての役目が終わるとき、皆さんは、ご自身のリーダー
シップ、ご自身がロータリアンとローターアクターに与えたインスピレーションのおかげで、会員による奉仕を
通じて世界が前よりもよくなったと感じるはずです」 多様性と会員基盤の向上に焦点を当てるメータ氏は、
2021-22 年度には会員が女子のエンパワメントに力を注ぎ、教育、リソース、奉仕、機会など、未来の女性リー
ダーの成功に必要な手段を与えてほし いと述べました。その上で、多様性、公平さ、開放性に対するロータリー
の信念を会員が活動の指針とすることが大切であると語りました。
「世界各地で女子は多くの問題に直面しており、リーダーである皆さんは、こうした女子が抱える問題にロータ
リーが取り組み、それを和らげるように導くことができます」
奉仕を通じて大きなインパクトをもたらすには、ロータリーの会員基盤を広げる必要がある、とメータ氏。全
世界の会員数は、過去20年間、約120 万人のまま横ばいです。このため、2022年7月1 日までに130 万人に増や
すことを目指して地区で率先して活動するよう、次期ガバナーに呼びかけました。メータ氏の「Each One,
Bring One」（みんなが一人を入会させよう）は、 今後17カ月間、全会員がロータリーに一人を入会させ るこ
とを求めるイニシアチブです。
会員基盤を広げながら、ポリオ根絶活動、新型コロナウイルスとの闘い、地域社会への奉仕を続けていくのは
野心的な目標であることを認めた上で、「だからこそ 皆さんの意欲が駆り立てられるでしょう」とメータ氏。
「挑戦に立ち向かうのがロータリアンだからです」「ロータリーが私の心に火をつけました。 自分の身の回り
を超えたところに目を向け、人類全体を考えるようになりました」
シェカール・メータRI会長エレクト（Calcutta-Mahanagarロータリークラブ所属インド）。
会計士であり、自身が設立した不動産開発会社「Skyline Group」の会長。カナダを本拠とする「Operation
Eyesight Universal (India)」のディレクター。災害救援に熱心に携わり、シェルターボックス（英国）の管理委
員も務める。2004年のインド洋大津波の際には、被災した家族のために500戸近い家屋の建築を支援。南アジア
で1,500件以上の心臓外科手術を提供したプログラムを立ち上げる。インド全土での識字率向上をはかる
「TEACHプログラム」の創設 にもかかわり、このプログラムを通じて何千もの学校に支援を提供。1984年に
ロータリークラブ入会。RI理事、各種委員会の委員と委員長、ゾーンコーディネーター、研修リーダー、ロータ
リー財団専門家グループ メンバー、地区ガバナーを歴任。ロータリー財団（インド）の理事長も務める。 超我
の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状と特別功労賞を受賞。 ラシ夫人と共にメジャードナー、遺贈友の会会員と
してロータリー財団を支援。（RI会長エレクトホームページより転載）
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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2318回例会 2021年06月23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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＜第2318回 例会プログラム＞
司会 平田 洋一会員
12:30
12:50
12:53
12:55
13:00
13:10

13:30

食事 例会開始時までに各自食事をとる
点鐘
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
ガバナー補佐挨拶
【各委員会成果報告】
■出席親睦委員会
■会員増強委員会
■職業奉仕委員会
■ロータリー財団委員会
■米山記念奨学会委員会
■青少年奉仕委員会
【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
点鐘

＜会長挨拶＞

三村 藤明 会長
大川 隆永 会長エレクト
三村 藤明 会長
崎谷 延好 幹事
第13グループガバナー補佐 山田 正記
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平田 洋一会員
三村会長・崎谷幹事一年間お疲れ様でした。
ゴルフ優勝お祝いありがとうございます。
高橋 一彦会員
三村会長・崎谷幹事一年間お疲れ様でした。３０年間皆様にお世話になりました高橋
清も今期で退会し、この後は私も普通会員として協力をさせていただきます。

様

関 征啓委員長
小林 辰幸委員長
大川高明委員
並木幸雄委員長
織田 証 委員長
小澤盛明委員長
小林 弘 副委員長
柳 孝実 委員長
三村 藤明 会長

大川 隆永会員
三村会長・崎谷幹事、コロナ禍でのクラブ運営、理事会運営、大変お疲れさまでし
た。ニコニコさせていただきます。

三村 藤明会長

皆さん、こんにちは。
本日が、三村・崎谷年度の最後の例会となります。大川高明クラブ奉仕
委員長からも今年度最終例会出席のお誘いを頂き、有難うございます。
また、本日は、山田正記ガバナー補佐と谷口（やぐち）義紀ガバナー補
佐幹事に再度、訪問頂いています。お二人には、私が会長に就任した昨年
７月１日にも来て頂きました。最初と最後においで頂き、見守られている
ようで大変有難く思っています。山田ガバナー補佐からは、後に、お話し
を頂きたいと思っております。
思えば、前年度、当クラブは、会長エレクト不在の時期が長く続いておりました。忘れもしない
２０１９年１０月１６日（水）に、山中温泉「花つばき」での移動例会の際、私は、浅野さん、寺
川さん、吉田さん、そして石井さんに取り囲まれてエレクトの打診を頂きました。私のようなもの
に会長が務まるかと正直不安でしたが、そこまで言って頂いて断っては男が廃ります。同い年で、
会長・幹事経験者の崎谷さんが助けてくれるということで、私の腹も固まりました。
以後、まさに１年が過ぎようとしていますが、コロナ禍の影響もあり、なかなか皆様のご期待に
添うような活動ができませんでしたことをお詫び申し上げます。強いて言えば、オンラインを始め
たこと、新たな社会奉仕活動としてダイバーシティ・AC千葉の応援が始められたこと、そして大川
高明会員のご紹介で廣瀬淳一さんが新入会員として参加してくれたことは大変良かったと思ってい
ます。特に、ダイバーシティ・AC千葉に関しては、社会奉仕だけでなくクラブ運営に関係する重要
な問題であったことより調査特別委員会を立ち上げ、柳委員長を中心とする委員の方に詳細な調査
を頂いた結果、芋掘りに続く新たな社会奉仕活動の途が開けたことは大きかったと思っています。
それと、毎回の会報がとても綺麗で充実していました。会報・雑誌・広報委員会には、特にお礼
を申し上げたいと思います。鈴木委員長や小澤直之副委員長だけでなく、大塚委員や小椋委員も、
すっかり上手になりました。会報が楽しみでした。またHPも、毎回沢山の写真をアップして頂いて
います。クラブの活動を対外的に発信することも大切だと気づかされました。もっともっと皆様に
お礼を申し上げたいことは沢山あるのですが、時間の関係でこのあたりにさせて頂きます。

一年間ありがとうございました。

「
【本日のニコニコ発表】
ニコニコ委員会
小林弘
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副委員長

山田正記ガバナー補佐
一年間ありがとうございました。
浅野 久会員
三村・崎谷年度、一年間ありがとうございました。
石井新一会員
三村会長・崎谷幹事一年間ご苦労様でした。
並木幸雄会員
三村会長・崎谷幹事にはコロナ禍の中素晴らしいクラブ運営
ご苦労様でした。
小林 弘会員
三村会長・崎谷幹事一年間大変ご苦労様でした。
野村 充会員
三村会長・崎谷幹事一年間お疲れ様でした。コロナ禍で大変な一年でした。
ご苦労様でした。また今月は私の誕生月でお祝いありがとうございます。
肩がコキコキすると思ったら「70歳の古希」でした。次年度の大川会長から「ロータリー
古希になってもまだ若手」の句をいただきました。ニコニコいたします。
崎谷 延好会員
一年間お世話になり、ありがとうございました。ご協力に心より御礼申し上げます。
鈴木 悦朗会員
三村会長・崎谷幹事一年間お疲れ様でした。コロナ禍という異常事態の中でのクラブ運
営は大変だったと思います。三村会長の会長挨拶は、経営者として大変タメになるお話
で毎回楽しみにしておりました。しばらく聞けなくなるのが残念ですが、また卓話とし
てお聞かせください。ありがとうございました。
森谷 充伯会員
三村会長・崎谷幹事一年間お疲れ様でした。よきガイドラインでした。ありがとうござ
います。
三村 藤明会員
三村・崎谷年度も今日で終了となります。皆様の暖かい励ましで、何とか頑張ることが
できました。本当に有難うございました。

四つのテスト」 ”The Four-Way Test”
言行はこれに照らしてから
真実かどうか

“Is it the TRUTH ?”

みんなに公平か

“Is it FAIR to all concerned ?”

好意と友情を深めるか

“Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS ?”

みんなのためになるかどうか “Will it be BENEFICIAL to all concerned ?”

ロータリーの哲学を端的に表現し、職業奉仕の理念の実行に役立つものとして、四つのテストがあります。
このテストは、シカゴのロータリアンであり、後にロータリー創始50周年(1954－55)に、国際ロータリー会長
を務めたハーバートJ．テーラーが、1932年の世界大恐慌のときに考えたもので、商取引の公正さを測る尺度
として、以後、多くのロータリアンに活用されてきました。
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心残りは、一度も夜間の家族例会を開けなかったことと、会友という規定を細則に加えられなかっ
たことです。家族例会に関しては、皆様との親睦と、ロータリーは家族を大切にしているのにと残念
な思いです。早くコロナが明けることを祈らずにいられません。会友については、やむをえず退会し
た元会員が、理事会の承認を得て、親睦例会(旅行も含む)、レクリエーション(ゴルフコンペ等)に、ビ
ジターフィーを支払い参加することができるとするものですが、実際に定めるには、もう少し詰める
必要があると思われます。また機会あればご提案したいと思っています。その他今後の活動に対する
ご提案は、前回の例会で申し上げたとおりですが、次期の大川隆永会長・野澤新之助幹事のもとで、
必ず、充実したクラブ運営が実現できるものと思っております。
至らない会長ではございましたが、１年間、皆様の温かいご支援によって、何とか過ごすことがで
きました。また、崎谷さんには、私のアッシー君まで努めて頂いて、どれだけ助けられたか分かりま
せん。そして、もちろん事務局の足立さんにも大変お世話になりました。また、山田ガバナー補佐や
谷口補佐幹事にも、ご指導いただきお礼申し上げます。高い席からではございますが、皆様方に、改
めてお礼を申し上げます。
１年間、お世話になり本当に有難うございました。

＜ガバナー補佐挨拶＞

第１３グループガバナー補佐 山田 正記

皆様こんにちは。第１３グループガバナー補佐の山田正記です。
私のガバナー補佐の任期も残すところ１週間となりました。今年度
は、新型コロナの蔓延で、例会もオンラインで実施する等ロータリー
クラブの活動にも様々な制約が出たことと思います。
そのような中でも、貴クラブにおいて、従来取り組まれてきた芋掘
りに代わる新たな社会奉仕活動として「一般社団法人ダイバーシティ
Ａ.Ｃ.千葉」の支援を活動に据えることになったことは、喜ばしいかぎ
りです。その実践の一つとして、前回私が貴クラブを訪問した際に、
ダイバーシティの代表と選手２名が出席され、ウインドブレーカーの
贈呈式と記念撮影が行われました。
今後も継続して支援されることを期待したいと思います。
さて、前回貴クラブを訪問した際にお話ししましたように、当地区
では２年後にグループ再編成を控え、さらには、Ｒ１は、２０３０年
には、地区及びガバナー制度を廃止し、その代わりに我が国に地域カウシルを１名置き、また、日
本国内を１０２のセクションのクラブ群に分割し、それぞれのセクションを統括するセクション
リーダーを設けるという改革案を来年の規定審議会に提出する予定です。
我々が長年親しんできたロータリークラブのあり方が大きく変わろうとしています。改革に当
たっては、地区においても、是非各クラブの意向を十分汲み取っていただきたいものと思っていま
す。
コロナ禍の中で、我々の社会生活においてもデジタル化が急速に進みました。また、今後ＡＩの
活用により、我々の仕事のあり方も急激に変容していくと思います。そして二酸化炭素削減政策に
政府も本腰を入れて取り組む姿勢です。これにより産業構造は、大きく変化することは間違いあり
ません。
以上のとおり我々を取り巻く環境は、１００年に一度の変革の最中にあります。ロータリークラ
ブもその影響をうけることは必定です。ロータリーの普遍的な価値を守りつつ、世界史的な変革の
中で、ロータリーもまた、時代に合わせて変化していくことが求められていると思います。
それでは、１年間どうも有難うございました。皆様のご協力、ご支援に感謝して、私の挨拶とさ
せていただきます。
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〈幹事報告〉
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職業奉仕委員会

崎谷延好幹事

本日が今年度最終例会となります。
コロナにかき回された１年でしたが、会員の皆様には日頃のご協力、
心より感謝申し上げます。
報告事項としては下記のみとなっております。
６月１８日小澤直之会員のお父様小澤昭吾様がお亡くなりになりまし
た。
享年９０歳。葬儀等はこの社会情勢を鑑み、近親者のみで執り行うと
の事です。ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ロータリー財団委員会

出席親睦委員会

関

征啓委員長

今年度はコロナ禍により思うような活動ができませんでした。
本来であればファイヤーサイドミーティングを月一回程度開催し親睦
を図ったり、松戸北ロータリークラブ以外の他クラブの例会参加など
今年度は何もできませんでした。
申し訳ございませんでした。
次年度ではワクチン接種の状況によると思いますが、本年度よりは緩
和してほしいと願っております。

小林辰幸委員長

当委員会は目標に会員数40名を目指す。その為に既会員が楽しん
で活動できることを目指し、各種活動を通して会員増強に繋がるよう
に努力する。とさせて頂きました。
コロナ禍の活動でありましたので、例会出席もかなわない時期があ
り森谷副委員長・石井・寺川・八木原委員におんぶにだっこの状況の
1年でした。
未会員の方へのお声がけもこの状況下の中でしても良いものかと躊
躇うことさえありましたが、有難いことに廣瀬会員に入会いただきま
した。大川高明会員ご紹介有難うございました。ご協力を賜りました
松戸北クラブの皆様に御礼申し上げ活動報告とさせて頂きます。
■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。

社会奉仕基金

3,575円 《会報編集委員》 鈴木悦朗・小澤直之・大塚精一・小椋伸也

並木幸雄委員長

ロータリー財団は、世界中のクラブや会員が、実際の奉仕活動を
するための資金を集めて配分する組織であり、本クラブも年次基金
寄付（100ドル）とともに当地区では活動資金の主な財源である年
次基金に150ドルの寄付をポリオ撲滅の「ポリオプラス」へ３０ド
ル増額した寄付をお願いしております。年次基金及びポリオプラス
資金の寄付について目標通り、全会員からのご協力いただくことが
できました。ありがとうございました。

米山財団委員会

会員増強・職業分類委員会

大川高明委員

職業奉仕委員長の小澤直之さんが御尊父様の御逝去のため、成果報告を代
読させていただきます。
今年度の職業奉仕委員会は平田洋一副委員長、大川高明会員、大塚精一会
員と私を含め４名で構成されていましたが、結果的には委員会としてス
タートも切れずに１年が経過してしまいました。
委員長を任された私自身、コロナ禍が続く中での例会中止を言い訳に、情
報交換の場も企画せず職業奉仕の活動について意欲的に取り組まなかった
ことについても反省であります。
次年度に向けてなんとかコロナの終息を期待し、通常通りのロータリー活
動が出来ることを願って今年度の報告とさせていただきます。

織田

証

委員長

米山記念奨学会委員の織田です、今年は私、織田、小澤会員、石井
会員の3名にて、活動致しました。
例年の10月の米山記念奨学会月間には、会員の皆様には特別寄付を
頂きまして、ありがとうございました、また本年は、米山記念奨学
会特別月間に併せ、奨学生のコウシエイさんの卓話の時間も頂きま
した。

青少年奉仕委員会

小澤盛明

委員長

青少年奉仕委員会の活動報告を申し上げます。
目標は 次世代を担う青少年との交流により、年代を超えた情報
交換をする事で、より良い未来に向けた思考を持った青少年の育成
に努めたいとのことで活動計画として １．ライラ参加者の増員を
図る、 ２．青少年育成に向けた他団体との交流の模索と言う計画を
立てさせて頂きました。
しかしながら、１番目・2番目の活動計画とも、コロナの影響によ
り実現できませんでした。以上計画に対しての報告ですが、青少年
奉仕委員長を務めさせて頂き、何も活動が出来ませんでした。ライ
ラ参加を楽しみにしていたのですが、残念です。以上 成果報告とさせて頂きます。

