
 

 

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2336回 例会 2022年1月26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2790地区ガバナー     梶原  等        

■第13Gガバナー補佐     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   

          例会出席率       77.4％ 
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＜第2336回 例会プログラム＞ 

       12：30 例会まで各自食事                                                      

      12：50点鐘                                大川隆永会長                          

             ロータリーソング清聴  【♪我らの生業】  

      12：53 お客様紹介                            大川高明会長エレクト 

      12：54 会長挨拶                             大川隆永会長   

            幹事報告                             野澤新之助幹事  

      13：00 クラブ研修2                           鈴木悦朗副委員長                       

      

      13：25 委員会報告  

            本日の社会奉仕基金発表   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 

      13：30 点鐘                                 大川隆永会長        

 
 

＜会長挨拶＞ 大川隆永会長 
 皆さん こんにちは 

 毎日、大変寒い日が続いてますが、いかがお過ごしでしょうか？ 

早いもので1月の例会も本日が最後となり、あと2か月ほどで春の足音が聞かれ

る季節になります。 寒さは、もう少しの辛抱ですが、オミクロン株の猛威につ

いてはどれくらい辛坊すれば良いのか全く見当がつかない状況です。 

 さて、先週の例会では「ダイバーシティAC千葉」に対する追加支援につい

て、特段、異論もなく、皆様より前向きなご意見を伺うことが出来ました。進

行していただいた社会奉仕委員会の皆様には感謝申し上げます。 

 これによって、後は、実行するのみとなりましたので一安心している所です。 

１日でも早く、コロナが収束して、ダイバーシティACの選手達を、皆様と競技場に応援に行ける日が

来ることを楽しみにしております。 

 また、例会終了後のクラブ協議会においては、5大奉仕委員長より上期の活動報告と下期の活動計画

について発表して頂きました。 

 下期は、職業奉仕委員会によるオブザーバー参加型の例会やクラブ奉仕委員会を中心に企画する花

見例会、親睦旅行など、盛り沢山の行事がございますので、皆様ご協力くださいます様、お願いいた

します。 

 本日はこの後に、第2回目のクラブ研修がございますので、挨拶は以上とさせて頂きます。 

有難うございました。 

＜幹事報告＞ 野澤新之助幹事 

・2021-2022年度 インターシティミーティング開催のご案内（ハイブリット形式） 

日 時： 2022年２月2日（水） 

合同例会： 11時30分受付  12時30分点鐘  

インターシティミーティング：12時30分～ 

場 所： 第3宝星ビル2階  

対象者： 会長 幹事 会長エレクト 次年度幹事予定者＋α 

ZOOM：ミーティングID：813 4882 3603 

ミーティングPW（PC）512271 

 2月9日㈬の例会 理事会は昼例会となっております。 

 
《会報編集委員》関 征啓・小椋伸也・鈴木悦郎・古川 社会奉仕基金 2,393円 
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ロータリーの魅力について 

      会員拡大副委員長 鈴木悦朗 

「ロータリークラブへ入ろう」～まえがき～より 

  ロータリーはあまりにも魅力的だ。一度それを知ると簡単には辞められない。老若男女の誰

もがその虜となる。まるで酒かゴルフか恋愛のようだ。 

  ロータリーに大好きな仲間がいる。人生の目的を学ぶことができる。ロータリーによって自

分の人間的成長がどこまで伸展してきたかを知ることができる。 

  ロータリーの教えに、「入りて学び、出でて奉仕せよ」（Enter to Learn and Go forth to 

Serve）がある。ロータリーは人生の道場だ。それも、親愛なる仲間たちと一緒になって学ぶこ

とができる大人の学園だ。ロータリークラブの活動は、地域社会への奉仕が中心だ。いろいろ

なことが経験できるから、成人した大人としてクラブに参加することは意味あることだ。仕事

が出来る人は、社会に貢献しなければならない。君が一皮むけるチャンスだ。ロータリーに

入ったら、誰に何を言われても答えはこれしかない。『ハイ』か『イエス』か『喜んで』だけ

だ」 

「新入会員のイニシエーションスピーチでは必ず織り込むべきフレーズがある。『伝統と格式あ

るクラブに入れていただいて感謝している』という言葉だ」 

 田中氏が述懐されているこのような表現、今流行りのことばでいえばブランディングだ。 

 

親睦活動はたとえば下記のような感じだ。 

納涼例会（7月下旬） 

クリスマス家族例会（12月下旬） 

メークツアー 田中氏の本には具体的に書いていないが会員の空きでなかなか入れない人気の

RC 

       に行く。百聞は一見に如かず。コロナ禍が明けたら企画してみたい。     

東京日本橋RC（パレスホテル・毎週火曜日） 

東京日本橋シティRC（ロイヤルパークホテル・毎週金曜日） 

東京中央RC（帝国ホテル・毎週木曜日） 

東京銀座RC（コートヤードマリオット銀座東武ホテル） 

東京恵比寿RC（ウェスティンホテル東京・毎週火曜日） 

東京広尾RC（六本木ヒルズクラブ・毎週木曜日） 

東京南RC（東京會舘・木曜日） 

東京みなとRC（東京プリンスホテル・火曜日） 

 花見例会  姉妹クラブ 田中氏の高崎RCでは金沢百万石RC（石川県金沢市）との交流 

       を行っているが、当クラブも姉妹クラブを持ちたい。 

 月見例会、紅葉例会、女子プロを呼んで親睦ゴルフなど 

親睦活動は、地域への奉仕活動とともに大切であり、そのクラブに入会したい要素となる。 

 

国際奉仕活動    高崎RCはサーファーズパラダイスRC（オーストラリア）が海外姉妹クラブ

とのことだが、当クラブ以前行った台湾のRCでもいい。 

 

職業奉仕については、ロータリーでもっとも重要な理念であるので、以前地区の職業奉仕セミ

ナーで、ガバナー補佐・各クラブの会長、幹事、職業奉仕委員長に説明するために作成したパ

ワーポイントがある。それを使用して説明。 

 

（以下はその要旨） 

ライオンズクラブと違い、職業を有しないものは入会できない。 

またロータリーの「職業奉仕」という概念を多くのロータリーの碩学たちが百家争論してきた。 
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「奉仕の理想」とは「人のことを思いやり、人のためにつくすこと」これらが奉仕の理念となっている 

Rotary clubs everywhere have one basic ideal  –  the “ideal of Service,” 

which is thoughtfulness of and helpful-ness to others. 

ロータリークラブは人に対する思いやりや人のためにつくすという奉仕の理想という基本理念を持っている。

ここでいう奉仕はボランティアでなくServiceである。 

ロータリーでいう Service とは 

ロータリーの基礎にServiceをすえたのはアーサー・F・シェルドン 

このServiceの意味は、自分さえよければいいという考え方でなく、利他の心を持ち、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。「勤労による社会貢献」⇒「職業奉仕」はvocational service「自分の役割もしくは

天職として高い倫理基準を保ちながら、社会に貢献する場として奉仕の理念を実践してゆく機会」すなわち

profession（高度な専門性のある）やoccupation(生計を立てるために従事する)としての職業だけを意味するの

ではない。 

職業奉仕の概念は「ロータリーの目的」Obuject of Rotaryの第２項に示されている。①職業の道徳的水準を高

めること、②有用な職業はすべてその価値を認めること、③各ロータリアンの職業を社会奉仕のひとつの機会

として品位あらしめることの3点で言い表している。 

（親睦と奉仕の両輪）親睦とは 

純粋親睦・・・ロータリアン同士の深い信頼、 自分の足らざるところを他のロータリアンから学ぶ姿勢 

例会は人生の道場 入りて学び、出でて奉仕せよ「Enter to learn ,Go forth to serve」 

クラブ例会等に出席して、事業上の発想の交換などを通じて、お互いに切磋琢磨して奉仕理念を研鑽し、自己

改善を図る。 

例会では世のため人のために尽くす心、すなわち奉仕の心を作るクラブ奉仕。クラブの外ではserveの心を適用

して、職業奉仕・新世代育成を含む社会奉仕・国際奉仕を実践する 

（ロータリーの２つの奉仕理念） 

その一つが「超我の奉仕」Service above selfという奉仕哲学であり、 

もう一つが最もよく奉仕する者、最も多く報いられるHe profits most who serves bestという実践倫理 

（シェルドンの職業奉仕の理念） 

「ロータリアンはロータリーをただ知るだけではなく、ロータリーを楽しむまでになって本物になれる」 

（ロータリー精神とは何か？） 

「私たちは社会において善良で喜ばれる存在でなければならない」 

「自分の有利にふるまわない。他人を大切にする」 

＜ロータリーの中核となる価値観＞ 

奉  仕         Service 

      親   睦           Fellowship 

       多様性 *         Diversity 

       高潔性            Integrity 

    リーダーシップ       Leadership 

四つのテスト    ハーバード・J・テーラー 

言行はこれに照らしてから 

真実か どうか 

みんなに公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるか どうか 

ロータリーの魅力が語れない会長予定者が増えたことから東京・神奈川・千葉ではRLIの研修プログラムが始

まった。 

ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI)は、地区委員、各ロータリー・クラブの会長、幹事予定者、等指導

者立場になる予定者のための地区の研修プログラム。若い人も参加していただきたい。 

 

ロータリーの創始者ポール・ハリスのことば 

「世界は絶えず変化しています。私たちは、この変化する世界とともに変わっていく心構えがなければなりま

せん。ロータリーの物語は、繰り返し、繰り返し、書き直す必要があるでしょう。」 

ロータリーで変えてもいいもの 

RI・地区・クラブの組織の管理運営および奉仕活動の実践 

ロータリーで変えてはならないもの 

「ロータリーの哲学」すなわち「ロータリーの奉仕理念」である。 
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＜ニコニコ 社会奉仕 出席親睦 国際奉仕委員会発表＞ 

 

 

2022.2.2 
＜5クラブ合同例会  インターシティーミーティング＞ 

これからのロータリーを考える  松戸ロータリークラブ小倉純夫GE 

1 次年度RIテーマと地区活動方針について 

2 ガバナーの任務・役割について 

3 ロータリーの歴史を振り返る 

4 ロータリーの変化とその対応 

5 これからのロータリーについて 
アフターコロナの新しいロータリーはどうあるべきか・・例会及び奉仕活動の在り方 

クラブの多様化・・衛星クラブ、女性だけのクラブ、若者や老人だけのクラブ等 

1クラブの中長期目標とその実現のための行動計画の策定（毎年見直しとチェック） 

2会員同士の交流を深める（クラブ内のオープンなコミュニケーションを図る） 

3会員の例会、奉仕活動の積極参加を促す。財団の補助金を利用して会員全員で奉仕プロ

ジェクトを策定し、奉仕の意識を養い、それを実行する。 

4会員の増強（退会防止）若い人たちの入会が無ければロータリーは消滅する。 

5クラブの若手リーダーの育成…クラブのロータリー研修の実施 

6ITの推進（コロナ禍での例会の在り方を再考する） 


