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《会報編集委員》関 征啓・小椋伸也・鈴木悦朗・古川隆義 社会奉仕基金 4,446円 

＜国際奉仕委員会＞                            小澤盛明 委員長 

     

  ◆ トンガ王国火山噴火及び津波災害に対する義援金募集について 

        クラブの災害支援基金より 10万円と、会員から募った義援金の合計とを 

    トンガ王国への支援金として送金します。 

        なお、会員からの義援金は、３月２日、９日の例会で受付します。 

＜会報・雑誌・広報委員会＞                         関征啓 委員長 

     

  ◆ クラブ設立５０周年に向けた取組みとして、過去の会報を紹介して 

    いきたいと考えていますので、会員の皆様からアドバイス、ご要望や 

    ご意見等ございましたら会報委員までお知らせ願います。 

      

         

     

         

 

 

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 

 

第2339回 例会 2022年 3月 2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       81.5％ 

 ≪３月 水と衛生月間≫ 

 

 2014年10月RI理事会は、重点分野である「水と衛生月間」

である3月を、地域社会における安全な水の公平な提供、衛生設

備や衛生状況の改善、持続可能な水設備と衛生設備の設置、資金

調達、維持管理を地域住民が行っていくための能力向上、安全な

水と衛生の重要性について、地域住民の認識を高めるためのプロ

グラム支援、水と衛生に関連した仕事に従事することを目指す専

門職業人のための奨学金支援を強調する月間としました。    
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＜会長挨拶＞                                    大川隆永 会長 
 
 皆さんこんにちは 
 ２月の後半から休会となった為、3週間ぶりの例会となりました。 
 コロナウイルス感染者数もピークアウトした様で、こうして皆様と久しぶりに 
 お会い出来たことと、チャーターメンバーである浅野会員が、無事に退院 
 されて例会に復帰されたことを大変嬉しく思います。 
 
 ２月の第一例会では「平和構築と紛争予防月間」について、「世界は決し 
 て平和ではなく、相変わらず各地で紛争が続いている」と言うことを、皆様 
 に少しお話しさせて頂きましたが、その２月中に、ロシアによるウクライナ侵 
 攻が始まったことは、とても残念なことです。 
 
 どちらが正しいのか、どちらが悪いのかという事には触れませんが、皆様が報道等でご承知の通り、 
 ウクライナでは、戦争に関係の無い多くの民間人が亡くなっていることは事実であります。 
 また、ウクライナでは、750万人の子どもたちの命と生活が差し迫った脅威にさらされているとの事 
 です。 
 
 我がクラブとしても国際奉仕の観点から、微力ながらウクライナの被災者に対して何らかの支援を 
 する事が必要がであると考えます。 
 
 さて、３月のRI特別月間は「水と衛星月間」となっております。 
 そこで世界の水のお話を少しさせて頂きます。 
 
 地球は、水の惑星とも呼ばれ、地球の表面積の3分の2は水で覆われており、およそ14億立方キ 
 ロメートルの水があるそうです。 
 
 しかしながら、そのうちの97.5% は海水であり、淡水はわずか2.5%、この淡水の大部分は、北極や 

 
    ＜第2339回 例会プログラム＞ 

 

      17：30 第８回理事会 

                                      司会 平田 洋一                                   

      18：30 例会開始時まで各自食事  

      19：00 点鐘                        大川隆永 会長 

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

      19：03 会長挨拶・理事会報告                         大川隆永 会長   

            幹事報告                             野澤新之助 幹事  

      13：10 職業奉仕委員会                         三村藤明 委員長 

                                                                                           鈴木悦朗会員増強 副委員長                   

      13：15 委員会報告  

           ◆国際奉仕委員会                       小澤盛明 委員長 

                          トンガ王国火山噴火及び津波災害に対する義援金募集について     

            ◆出席親睦委員会                        小林辰幸 委員長 

             諸事お祝い（７件）                        

           ◆会報・雑誌・広報委員会                  関征啓 委員長 

             クラブ設立50周年に向けた取組について 

                      ◆社会奉仕委員会                       森谷充伯 副委員長  

               本日の社会奉仕基金発表      

            ◆ニコニコ委員会                                      小林弘 委員 

             本日のニコニコ発表 

           ◆本日の出席率発表                     小林辰幸 委員長 

      13：30 点鐘                                大川隆永 会長        
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＜第8回理事会報告＞  

  １．議題・審議事項      

    第１号議案 ５クラブ親睦ゴルフ大会選手8名の選出について   

      ⇒ゴルフ同好会に一任する。（小澤直、小林辰、関、平田、中原、小澤盛、鈴木、柳）計8名 

       上記選手の参加費8,000円×8名＝64,000円は、クラブより拠出する。  

       オブザーバ枠出場者（大川高、大塚、小椋、廣瀬）計4名     

    第２号議案 ４/13例会について      

      ⇒昼例会と5クラブゴルフ大会が重複する為、夜間移動例会に変更する。  

        場所：はな膳北松戸店   点鐘：18：30  会費：2,000円    

        第３号議案 2023-24年度ガバナー補佐輩出の件      

           ⇒パストガバナー補佐やクラブ会員の意見を聞いて、ロータリー歴や認知度等を考慮して 

              5月中に決定する。      

      

  ２．確認事項      

    ➀4/6 講師例会の内容、開催趣旨について      

          ⇒他クラブ訪問予定者、織田ガバナー補佐、松本補佐幹事、西クラブ森会長（MU） 

             参加費：メークアップは5,000円、入会候補者は無料とする。   

             備品を日本閣に依頼する場合は費用を理事会に報告する。    

      ②トンガ王国火山噴火及び津波災害に対する義援金送金の件       

           ⇒本日及び翌週の例会で寄付を募り、災害支援金10万円と合わせてトンガ王国大使館に 

              寄付をする。      

      ③ダイバーシティAC千葉に対する遠征用バック支援及びクリーン作戦の進捗状況について 

          今年度中に実行する事を確認した。      

       ④3/30花見例会について（場所：東漸寺談話室 時間：18：00～20：00 会費：2,000円） 

            ⇒詳細はクラブ奉仕委員会に一任する。      

      

  ３．報告事項      

   年間プログラムの変更について（別紙参照）      

   ➀4/20 第９回理事会・夜間例会（諸事お祝い）     

   ②5/25 親睦旅行に変更  

 

 南極などの氷や氷河として凍っており、実際に人間が、容易に使える水は地球の水全体の内0.01%、 
 約10万立方キロメートルに過ぎないそうです。 
 
 私たちは、安全な水道水が蛇口をひねると自由に使え、顔を洗う、お茶を飲む、お風呂に入る、水洗 
 トイレを使用できる、というように 不自由なく生活できています。 
 
 ところが、世界の半分以上の人たちは水道を持っていません、水道がなくても安全な地下水や雨水を 
 利用できればいいのですが、利用できるのは、極わずかであり、世界では安全な水を利用できない人 
 が約7億4800万人いるといわれております。 
 
 そして、幼い子どもたちのなかには、顔や体が洗えない、洗濯ができないなど、汚れた水や不衛生な 
 環境により、感染症を引き起こし、下痢などで命を落としてしまうことも少なくない様です。 
 
 それらを防ぎ衛生的な生活をするためには、1日一人当たり20リットルの水が必要だそうです。 
 また、20リットルの水さえあれば救われる命があるということです。 
 
 本日は、水の重要性について改めて考えていただければということで、水と衛星月間にちなんだ、お話 
 をさせていただきました。  
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＜職業奉仕委員会＞                            三村藤明 委員長 
 皆様、こんばんは。 
 さて、本日チラシを配布いたしましたが、４月６日水曜日の例会では、会員増強委員会と協力して、 
ハロルド・ジョージ・メイ氏による「リーダーシップに本当に必要なこと」という基調講演を開催致します。 
ハロルド氏は、２０１４年にタカラトミーの社長に就任して、危なかった同社を大幅な黒字に転換させ、 
V字回復を成し遂げたほか、２０１８年には新日本プロレスの社長兼CEOに就任され、過去最高の売 
上げ・最高利益を達成された方です。 
 職業奉仕委員会では、今年度、会員が例会に来て良かった、楽しかったと思えるような例会を目 
指して企画を立てております。昨年は、佐藤千寿氏の職業奉仕に関する論考をご紹介しましたが、 
来週の３月９日は、青少年奉仕委員会とともに、トヨタ自動車の豊田彰男氏による、母校のバブソン 
大学の卒業式での講演の映像をご紹介したいと思います。 
 視聴した皆さんからは「感動した」、「生きるヒントがもらえた」等の言葉を受けており、是非、皆様に 
も見て頂きたいと思いました。 
 そして、先も述べたとおり、４月６日には、会員増強委員会と共同して、ハロルド氏をお招きし、貴重 
な講演を予定しております。皆様には、是非、回りの人をお誘いして頂いて、会員増強につなげて頂 
ければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
＜会員増強・職業分類委員会＞                             鈴木悦朗 副委員長 
 魅力ある例会に「Each One, Bring One」（みんなが一人を連れてこよう） 
 皆さんこんばんは。会員増強副委員長の鈴木です。 
 先ほど三村職業奉仕委員長よりご紹介がありました4月6日のハロルド・ジョージ・メイ氏がどんな方 
かと思い、YouTube動画等で拝見し、日本語が大変流暢でなかなか素晴らしい方です。 
 「日本の社長さんは人の批判ばかりするボスタイプが多く、イニシアチブと熱意のあるリーダーシップ 
が感じられる方が少ない。」というお話に共感するところがありました。 
 魅力のある講演が聴けるせっかくのチャンス。ぜひこの機会にメンバーに推薦いただける方をお連 
れいただきたいと思います。シェカール・メータRI会長は、魅力ある例会に「Each One, Bring One」 
（みんなが一人を連れてこよう）と言っています。 
 ぜひ4月6日の例会成功に向けてメンバーおひとりおひとりがお知り合いお誘いあわせの上、ご出席 
のご協力をお願いいたします。  
 
 

＜幹事報告＞                                野澤新之助 幹事 

 ・2022年3月のロータリーレートは、 １ドル＝116円です。 

 ・松戸中央ロータリークラブ 例会臨時変更のお知らせ 

  3月3日(木)の例会は時間短縮し、３WAY(リアル・Zoom・録画配信)による開催となります。 

 ・松戸西ロータリークラブ 例会臨時変更のお知らせ 

  3月8日 15日 22日（火）をZoom例会に変更します。 

  3月22日（火）定款第7条第1節により休会 

  3月29日（火）通常例会 点鐘12時30分 場所 天廣堂 

 ・第13グループより 5クラブ親睦ゴルフ大会のご案内 

  開催日  令和４年4月13日（水）集合時間午前7時20分 

  開催場所 鎌ヶ谷カントリークラブ 

 ・3月30日（水）例会は移動例会（花見例会）です。 

  時間 18時から 場所 東漸寺  参加費2,000円 
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＜ニコニコ委員会＞                                小林弘 委員 
 

  ◆浅野久会員 

    家内の誕生日のお祝いありがとうございました。 

     又、私の病気見舞いをいただきありがとうございました。 

     ご心配をおかけ致しましたが手当が早く後遺症も軽く済みました。 

 

  ◆鈴木悦朗会員 

    結婚記念日の素敵な花束ありがとうございました。 

 

    ◆森谷充伯会員 

    ー誕生日ですー 

       本人 2月1日 60才 家内 3月14日 50才 もう少しで、出席免除になると思われます‼ 

 

    ◆平田洋一会員 

       結婚祝いの花束ありがとうございます。 

 

    ◆小澤直之会員 

       誕生日のお祝いありがとうございました！ 

       来年の誕生月にはコロナが収まっていて欲しいものです。 

 

    ◆関征啓会員 

    自分の誕生日を祝って頂く事がなくなってきたので、忘れておりました。 

    40才になります。体の事を考えていこうと思います。ありがとうございました。 

 

  ◆平野崇広会員 

    お祝い誠にありがとうございます。 

  


