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＜本日のニコニコ発表＞

吉田俊一副委員長

2021-2022年度
石井新一会員
皆さんおげんきですか？また本日は誕生日と結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。こんな世の中
ですが健康に留意し、まだまだガンバりたいと思います。
中原光男会員
家内の誕生日祝いをありがとうございます。大変元気な毎日です。今後ともよろしく。
並木幸雄会員
妻の誕生日のお祝いをいただきありがとうございます。ウオーキングに読書に励んでおります。
小林弘会員
妻の誕生日のお祝いありがとうございました。身体のあっちこっちが痛いと言いながら、なんとか頑張って
おります。
野村充会員
9月結婚記念日のお花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。また、本日は結婚記念日を祝っていただきありがとうございました。ロータリーの在
籍年数が結婚年数となっております。今後も好きなことをやって生きていこうと思っております。

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

渡辺敏弘会員
誕生日のお祝いありがとうございます。多少の色ボケ欲ボケなどを患いながらも77歳を迎えることができま
した。今後ともよろしくお願いいたします。
小澤盛明会員
結婚お祝いありがとうございます。コロナのおかげで仲良くやってます。
高橋一彦会員
誕生日のお祝いありがとうございます。8月で56歳になりました。まだまだ頑張れそうです。
織田証会員
結婚記念日のお祝いありがとうございます。40年です。
小林辰幸会員
結婚祝いありがとうございました。
大川高明会員
妻の誕生日のお祝いありがとうございます。２か月ぶりに皆様とお会いでき嬉しくてニコニコします。

「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

大塚精一会員
私と妻の誕生祝いありがとうございます。私は8月6日で68歳となりました。妻は10月12日で60歳となりま
す。結婚当初は年が離れていたせいか従順な妻でしたが、最近はかなり強気になりました。
柳孝実会員
私と妻の誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。私は49歳、妻は52歳になります。娘は高3で受験生、
息子は高1でまだまだがんばらなければなりませんので健康には気を付けていきたいと思います。
結婚記念日のお祝いありがとうございます。今日2人で人間ドッグの予約をしました。身体にだけは気を付けて
引き続き支えあっていきたいと思っております。

野澤新之助会員
妻の誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。年々プレゼントの要求額が増えているようなきがしま
す。人の欲望は減ることはないのだと思い知らされました。
八木原清隆会員
妻の誕生日を祝っていただきありがとうございます。おかげさまで53歳になりました。
古川隆義会員
夫婦ともども誕生のお祝いをいただきありがとうございます。久しぶりに皆さんとお会いできてうれしいで
す。今後ともよろしくお願いいたします。
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＜第2323回 夜間例会プログラム＞

司会

並木

幸雄会員

18：30 例会まで各自食事
18：50 点鐘
大川隆永会長
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 会長挨拶
大川隆永会長
幹事報告
野澤新之助幹事
19：04 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
吉田俊一副委員長
■本日の出席率発表
小林辰幸委員長
19：30 点鐘
大川隆永会長

＜会長挨拶＞

大川隆永会長

皆さん こんばんは
緊急事態宣言中はいかがお過ごしでしたでしょうか？
休会中に配布された書籍「ロータリークラブに入ろう！」は、お読みになられたでしょ
うか？
会員増強がロータリーにとっていかに重要であるかを改めてご理解いただけたのではな
いかと思います。
２ヶ月という期間は大変長かったですが、ようやく緊急事態宣言が解除され、こうして
久々に皆様とお会いすることができて非常に嬉しく思います。
さて、この２ヶ月間を振り返ってみますと、まずは政府より８月２日から８月３１日
を対象とする緊急事態宣言が発令されました。それに伴って、北クラブの例会が休会となった訳ですが、宣言
当初は９月の第一例会より通常通り再開できるものだと思いプログラムの変更等の準備をしておりました。と
ころが、デルタ株の感染拡大に歯止めが掛からず、最初の期限である８月３１日を９月１２日まで延長される
こととなりました。次こそは９月の第３例会から再開できるかと思っていたのですが、２回目の期限である９
月１２日を９月３０日まで再延長する事となりました。
宣言期間中は例会を取り止めることを予め理事会決定していたのですが、蔓延防止に戻るのか、緊急事態宣言
を延長するのか、宣言を解除するのか、最終的には期限間際の政府発表を確認してからの行動となりますの
で、会員の皆様や日本閣様には、休会の連絡が遅くなってしまう事があり、ご迷惑をお掛けしてしまった事を
大変申し訳なく思っております。
結果的には、８月９月の例会は全て休会となり、予定されていた、ガバナー公式訪問、クラブ協議会、会員増
強フォーラムや奉仕活動フォーラム、新入会員の歓迎会等、全ての事が変更や先送りとなってしまいました。
今年度は「増強と奉仕」をテーマとしてスタートいたしましたが、各委員長の就任挨拶しかやっていないのが
現状です。
コロナ禍でのロータリー活動や他の団体活動、イベント等については変更や、延期、中止などは日常茶飯事
であり、自分自身も、その様な事態には少し慣れてきたところでありますが、例会を休会している間に総理大
臣まで変更となった事には、大変おどろきました。
どういった理由で感染者が激減したのかは、いまいち不明確で、数字に関しては怪しげなところもあるかも知
れませんが、第６波が来る前に、遅れた部分や、やり残したことをスピーディーにしっかりと実行していきた
いと思います。
早速ですが、来週の例会には銚子RCの信太様をお招きし、今年度のテーマである会員増強について卓話を頂
戴することとなっております。
また、オブザーバーとして卓話者である信太様を紹介してもらった「渕上啓太さん」をお呼びしております。
渕上さんとは休会中に何度かお会いして、次週の例会に参加していただくようお願いしました。
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諸事お祝い
皆様おめでとうございます。
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テーマ「職業奉仕について」
③小倉ガバナーエレクトより
2022-23年度地区大会（10/8、10/9）を開催するにあたりコホストクラブとしてご協力願いたい。地区幹事
団として各クラブ１名を選出して頂きたい。
④土屋パストガバナーより
「ロータリ日本100年史」別冊１「ロータリアン100人」に選ばれたことによるお礼として
13グループ全会員に対して記念品を頂きました。
【その他の事項】
➀8月9月が休会となった為、後期会費を減額する提案があった。
⇒賛成多数で減額する方向で検討する事となった。
減額方法について他クラブの情報を聞いてみる。
将来的にも起こり得るので細則を変更する必要がある。
変更案は次回の理事会議案として提出する。※金額についてはエビデンスが必要。
②渕上啓太氏をオブザーバーとして10月13日にお招きする件。
⇒承認。※食事代は会の負担とする。

＜幹事報告＞

野澤新之助幹事

・国際ロータリー第2790地区より

2020－2021年度地区大会報告書送付のお知らせ

・国際ロータリー第2790地区 ロータリー財団統括委員会より
第2790地区ロータリー財団学友50周年記念行事のご案内
日時：2021年11月6日（土） 14：00 受付開始
場所：成田ビューホテル（及びオンライン）
・専修大学松戸高校 甲子園出場に伴う寄付について
第13グループ 各クラブ一律50,000円 連名で寄付致しました。
・松戸ロータリークラブ
10月の例会開催と変更のお知らせ
2021年10月6日より通常例会
2021年10月27日（水） ガバナー公式訪問例会
場所 松戸商工会議所５F 会議室
点鐘 12：00
・松戸東ロータリークラブ
例会臨時変更のお知らせ
2021年10月8日（金）休会 定款第7条第1節（ｄ）により取りやめ
2021年10月15日（金）通常例会
2021年10月22日（金）通常例会
2021年10月29日（金）地区大会に振替
10月31日（日）地区大会
松戸西ロータリークラブ
2021年10月26日（火）

【理事会報告】
第２回理事会（2021年９月１日（水) 11：30
第１号議案

第２号議案
スケジュール変更について
１．ガバナー公式訪問前クラブ協議会 8/4 ⇒ 10/13に変更。
２．ガバナー公式訪問 8/25 ⇒ 10/27 16：00～17：15に変更。
３．廣瀬会員歓迎会
8/25 ⇒ 10/27 17：30～19：30に変更。
第３号議案
今年度の寄付金について
➀専修大松戸高校甲子園出場支援金
50,000円【雑費】８/6送金済
②松戸花火大会
10,000円【社会奉仕委員会】中止
③松戸まつり協賛金
10,000円【社会奉仕委員会】中止
④小金宿まつり協賛金
10,000円【社会奉仕委員会】中止
⑤社会福祉協議会
10,000円【社会奉仕委員会】
⑥近隣剣道大会
10,000円【社会奉仕委員会】中止
⑦わくわく探検隊協賛金
10,000円【青少年奉仕委員会】延期
⑧外国人日本語スピーチコンテスト
10,000円【国際奉仕委員会】
⑨小金イルミネーション
10,000円【社会奉仕委員会】
⇒上記の通り承認。
第４号議案 ガバナーノミニー・デジグネート推薦の件（期限9月3日迄）
⇒推薦しない。
第５号議案 地区大会の参加者選定の件（期限9月17日迄）
10/31（日）会長・幹事 他3名
⇒会長、幹事、大川高明会長エレクト、小椋会員、廣瀬会員 計5名で参加。
他の会員はオンライン参加とする。
【報告事項】
➀地区推奨プロジェクトについて
祈願プロジェクト
電車内広告

１３G全クラブ不参加。
松戸・北・西が協賛する。
（14,000円 R財団委員会より拠出）
１３G全クラブ不参加。
11月17日（水） 商工会議所【移動例会扱い】
2月2日（水） 商工会議所【移動例会扱い】

第３回理事会報告（2021年10月6日（水)17：30

♪奉仕の理想♪

望は世界の
久遠の平和
めぐる歯車
いや輝きて
永久に栄えよ 我らのロータリー ロータリー

②5クラブ合同例会

情報研修会について

11/17（水）12：30～

社会奉仕基金

柏

第１号議案 地区大会決議（案）第1号～第15号の賛否について
⇒第1号～第15号 全て賛成とした。
【報告事項】
➀今年度地区大会変更事項について
10/31日のみ 出席対象者 会長、幹事 計2名
その他の会員はオンライン参加となります。

集いし友よ
我らの生業

《会報編集委員》関 征啓・小椋伸也・鈴木悦郎・古川隆義

ZOOMによるオンライン会議）

緊急事態宣言下の例会について（9/12以降）
⇒緊急事態宣言期間中は休会とする。

環境保全プロジェクト
②情報研修会開催日程について
③ＩＭ開催日程について

1ドル＝112円

奉仕の理想に
御国に捧げん

どのような展開となるかわかりませんが、有意義で楽しい例会となるはずですので、沢山の会員様に出席くだ
さいますようお願い申し上げます。

世界ポリオデー
世界ポリオデー

例会臨時変更のお知らせ
10月31日(日)地区大会に振替

2021年10月のロータリーレート
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5,386円

商工会議所5階大会議室

日本閣にて）

