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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2319回 例会 2021年7月7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 シェカール・メータ  

■ 第 2 7 9 0 地 区 ガ バ ナ ー  梶 原   等        

■第13Ｇアシスタントガバナー織田 信幸    

■松戸北ロータリークラブ会長  大川 隆永 

■松戸北ロータリークラブ幹事 野澤新之助    

2021-2022年度   

2021-2022年度 RIテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 
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＜第2319回 例会プログラム＞ 

      17：30 第一回 理事会 

                                                                                         司会 大塚精一 
      18：30   例会まで各自食事 

      18：50 点鐘                                      大川隆永会長  

            国歌及びロータリーソング清聴  【♪君が代 ♪奉仕の理想】  

      18：53  お客様紹介                                  大川高明会長エレクト 

      18：54 就任挨拶・理事会報告                          大川隆永会長   

           就任挨拶・幹事報告                              野澤新之助幹事  

      19：04 会長・幹事バッジ引き継ぎ                                                    

      19：05 就任挨拶・クラブ奉仕                            小澤直之委員長 

            就任挨拶・クラブ研修                           野村充リーダー 

      19：13 委員会報告           出席親睦委員会            小林辰幸委員長 

                              社会奉仕委員会            崎谷延好委員長   

                              ニコニコ委員会             並木幸雄委員長 

      19：30 点鐘                                      大川隆永会長 

 
 

2021-22年度 
 

会 長 就 任 挨 拶 

 松戸北ロータリークラブ   

 会 長  大川 隆永 

   
この度、歴史と伝統ある松戸北ロータリークラブの第４９代会長を務めさせて頂くことに

なりました。 責任の重さを感じ身の引き締まる思いでおります。 

 

皆さまご承知の通り、前々年度の後半から、新型コロナウイルスの感染拡大により社会活

動が大きく制限されるなか、当クラブにおきましても例会の取消しや委員会活動の停止を余

儀なくされる事となりました。会員の方々のクラブへの思いも同じ様に途切れてしまわない

かを一番心配しているところです。今年度も変わらずに非常に厳しい状況が続いていくかと

思われますが、私はこのような時にこそ「会員相互のモチベーションを維持することが最重

要である」との考えのもと、新型コロナウイルスの感染防止に努めながら可能な限り例会を

開催して、会員相互の結束を損なうことの無いよう運営してまいります。 

 

さて、2021-2022年度国際ロータリー シェカール・メータ会長は今年度のRIテーマを

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」（Serve to Change Lives）としました。 

更に奉仕の意味については「自分よりもほかの人のことを先に考えることであり‟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。模範的な賃借人でありたいと

思っています“」と語っております。 

そして、会員増強については、2022年7月1日までに現在の120万人からロータリー史上初

の130万人台へと10万人を増強する事を大きな目標として、それを達成するための方法とし

て「EachOne, Bring One」＝（みんなが一人を入会させよう）、全会員がロータリーに一人

を入会させることを求めておられます。 

また、2790地区 梶原等ガバナーは「Love Other Spirit ～繋ごう次世代へ 夢ある未

  

 

 三村藤明会員 

  妻の誕生日のお祝いをありがとうございます。 

  いつまでも元気で若くいてほしいと思います 

 

 小澤盛明会員 

  大川野澤年度の門出を祝して！一年間宜しくお願い致します。 

 

 斎藤國春会員 

  前会長三村さん、全幹事崎谷さんコロナ禍の中大変ご苦労様でした。 

  大川隆永新会長、野澤新幹事大いに期待しております。 

  どうぞ頑張ってください。 

 

 髙橋一彦会員 

  大川隆永会長野澤新之助幹事年度スタートおめでとうございます。 

  頑張ってください！ 

 

 織田証会員 

  誕生日のお祝いありがとうございます。 

 

 小林辰幸会員 

  妻の誕生祝ありがとうございました。 

 

 大川高明会員 

  大川隆永、野澤年度スタートおめでとうございます。 

  一年間宜しくお願い致します。 

 

 小澤直之会員 

  妻の誕生日のお祝いありがとうございました。 

  引き続き感謝の気持ちでいたいと思います。 

 

  

 

 大川隆永会長・野澤新之助幹事 

  

 始まってしまいました。後戻りはできませんので真っ直ぐ前進いたします。 

 斜めに進んでしまうことや空に飛んで行ってしまう事もあるかもしれません  

 がそうなる前にご教授下さい。 

 皆様一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 



  

＜ニコニコ＞                並木幸雄委員長 

 
 浅野久会員 

  大川隆永野澤年度の門出を記念してニコニコいたし ます。 

  

 中原光男会員 

  誕生日のお祝いをありがとうございます。   

  7月3日でちょうど80歳になりました。 

  今後ともよろしくお願い致します。 

 

 並木幸雄会員 

  大川隆永会長、野澤新之助幹事年度のスタートおめでとうございます。 

  一年間宜しくお願い致します。共に頑張りましょう。 

  

 小林弘会員 

  誕生祝をいただきありがとうございました。 

  高齢になりクラブのお役には立てませんが、出席は頑張ります。 

  今後ともよろしくお願い致します。 

  

 吉田俊一会員 

  三村会長崎谷幹事大変ご苦労様でした。 

  新年度大川会長、野澤幹事大いに期待いたします。応援致します。 

 

 野村充会員 

  妻の誕生祝ありがとうございます 

 

 崎谷延好会員 

  大川野澤年度にエールを送りニコニコいたします。 

  一年間頑張ってください。 

  

 渡辺敏弘会員 

  大川野澤年度の晴れの門出を祝しニコニコします。幸多かれ！ 

 

 鈴木悦朗会員 

  大川隆永会長 野澤新之助幹事年度の出航を心よりお祝い申し上げます。 

 

 森谷充伯会員 

  大川野澤年度のスタートおめでとうございます。一年間宜しくお願い致しま  

  す。また結婚記念のお祝いありがとうございます。 

 

未来に向けて～」を地区スローガンに掲げておられます 
 

今年度RIテーマ、地区スローガンを聞きますと、ロータリー活動を継続していくうえで「奉

仕と増強」はとても大切な要素であることに気づかされました。より多いい人数で奉仕をした

方が良いし、次世代に繋ぐとしても、若い会員がいなければ繋ぎようがありません。 

当クラブにおいても年々会員数が減少していくことに歯止めがかからない状態が続いており

ます。私が入会させて頂いた11年前には40名の会員が在籍し、「さつま芋掘り」や「募金活動

等」心が洗われるような立派な奉仕活動を行うクラブでありました。私自身が退会しなかった

事は、そこにあるかと思います。 

ところが現在の会員数は32名（20％減）です。また32年前のピーク時57名と比較すると43％

減となります。このままの状態を放置しておくと、歯車も回らず、近い将来にクラブが消滅し

てしまうのではないかと不安を抱くこともあります。「何とかしなくては」との思いから、会

員増強委員長にはチャーターメンバーである石井新一会員にお願いしました。 

 

今年度はRIテーマ及び地区スローガンを念頭に置いて「奉仕と増強」に注力し、次世代に繋

がる活動を行って参ります。それを実行するには会員皆様のお知恵やご協力が必要です。 

 

皆様どうぞよろしくお願い致します。 

  

                                                   WEEKLY  REPORT 

 第1回理事会報告 

第１号議案 年間プログラムについて  

    ⇒承認（次週配布の上ご報告いたします。）    

 第２号議案 今年度予算案について     

⇒承認（次週配布の上ご報告いたします。）   

 第３号議案 例会毎の出席率の発表について 

       ⇒例会終了前に出席親睦委員会が発表する。（試験的におこなう） 

 第４号議案 地区推奨プロジェクトの参加、協賛について                   

   ➀環境保全プロジェクト ②世界ポリオデー 祈願プロジェクト 

   ③世界ポリオデー トレインジャックプロジェクト ⇒他4クラブに合わせる。 

 第５号議案 コロナ禍における例会開催の基準について  

       ⇒例年通り例会を取り消す場合は理事会で決定し、会員に対して都度事前連絡をする。

     

 第６号議案 廣瀬淳一会員の歓迎会について      

    ⇒8月25日（水）17：30日本閣 ガバナー公式訪問後に執り行う。会費制 

 第7号議案 ガバナーノミニー・デジグネート推薦の件         

    ⇒次回に持ち越し 
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              幹事就任挨拶 

 

 

 

 

皆様こんにちは。本年度幹事を仰せ付かりました野澤新之助でございます。 

私は2016-2017年度 森谷さんが会長の時に本年度会長となる大川隆永さんの紹介で

この松戸北ロータリークラブに入会しました。 

ロータリーアンになるきっかけをいただいた大川さんの幹事を務めることは光栄であ

ると感じておりますが同時に責任も感じています。 

まだまだ未熟者ではありますが歴代務めあげた先輩方同様に、幹事の責務を全うする

よう努めて参ります。 

新型コロナウイルス感染症によって活動計画が定まらない中でのクラブ運営は困難が

待ち受けていると思います。その困難も皆様のご協力をいただきながら乗り切りたい

と思う次第です。 

 

突然ですがここでなぞかけを披露させていただきます。 

ロータリークラブとかけまして、きのこと説きます。 

その心は、どちらもほうし（奉仕，胞子）で増えてゆくでしょう。 

好評なので、もう一つ 

大川年度と掛けまして、机の引き出しに隠してあった息子の漢字テストと説きます。 

その心は、どちらもはってん（発展、8点）しかないでしょう。 

息子の名誉のため、実際は30点でした。8点はなぞかけ上の演出でございます。 

大川会長は今年度「奉仕と増強」に注力して活動を行う計画を立てております。この

活動計画が実現できるよう、1年間精一杯努めてまいります。 

幹事だけに「いい感じ」でやっていけるように頑張ります。 

崎谷さんのようなユーモア溢れる幹事への道のりはまだまだみたいです。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

クラブ研修リーダー就任挨拶 

                         
大川・野澤年度のクラブ研修リーダーの野村です。 

 

地区運営に関するロータリーの知識の研修や地区内の様々な課題を協議するために設けられ 

 

将来の地区リーダーを育成する部門として設けられました。 

 

当クラブでは、従来比較的入会されて経験の浅い会員を対象とした勉強会と新旧会員の対話を 

 

通した勉強の場とさせていただいております。 

 

補佐経歴者がリーダーとして指名される訳ですが資料を紐解きますとロータリーの友に、今年度  

 

連載されているコミックが確か森谷年度と思うのですが、当時の渡辺敏弘研修リーダーがお使い 

 

になった「初期ロータリーを顧みて」と思い、改めて渡辺リーダーの彗眼に敬意を表していると 

 

ころです。 

 

又、前年度のパストガバナー補佐の体験談は私を残すのみで皆様に大変お世話になりました。 

 

そして、年度初めの例会の発表となりました事に兼ねさせて御許し頂きまして今年一年元気に頑 

 

張って参りますので宜しくお願い申し上げます。 
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