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＜ニコニコ委員会＞               小林 弘委員長 
松戸西RC宮野さん 

 50周年大川会長、大塚幹事おめでとうございます。一年間頑張って下さい。 

浅野会員 

 大川・大塚年度の門出を祝いニコニコいたします。 

中原会員 

 誕生日のお祝いありがとうございます。 

並木会員 

 大川高明会長・大塚幹事年度のスタートを祝し、ご活躍を祈念いたします。 

小林弘会員 

 1、大川会長、大塚幹事一年間健康に留意され頑張って下さい。 

 2，87回目の誕生祝を頂きありがとうございました。私も一年頑張ります。 

吉田会員 

 前年度大川、野澤年度の立派な成果（特に会員増強）に対し、又本年度の大川、大塚年度の 

 発展を祈念しニコニコします。 

野村会員 

 大川、大塚年度の船出おめでとうございます。又、妻の誕生祝い有難うございます。 

鈴木会員 

 いよいよこれから松戸北ロータリークラブ50周年の年度ですね。 

 コロナ禍を乗り切り奉仕と親睦を両輪として素敵な年度となることを祈念しております。 

森谷会員 

 大川・大塚年度のスタートお祝い申し上げます。 

 又お花を賜り有難うございます。 

三村会員 

 妻の誕生祝を有難うございます。年々歳は取るもの（歳はマイナスするもの）と考えているようで  

 す。いつまでも若々しくいてほしいものです。 

小澤盛明会員 

 大川会長、大塚幹事一年間宜しくお願いします。 

大川隆永会員 

 大川高明会長、大塚幹事年度お二人の御活躍をご祈念しニコニコ致します。 

織田会員 

 誕生日のお祝いありがとうございます。今年で63才です。 

 

大川会長・大塚幹事 

いよいよ新年度のスタートです。皆様のご指導ご協力をお願い致します。 
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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ジェニファーEジョーンズ  

■第2790地区ガバナー     小倉 純夫        

■第13Gガバナー補佐     高橋 竜一    

■松戸北ロータリークラブ会長 大川 高明 

■松戸北ロータリークラブ幹事 大塚 精一    

2022-2023年度   

          例会出席率       81.8％ 

四つのテスト 

         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 

松戸北ロータリークラブ会報 



         

   

                           

 

  

                                                  
司会 髙橋一彦委員長 

＜第2354回 例会プログラム＞       
       
 

 17：30 第一回           理事会 
 18：50 点鐘                                大川高明会長                           

      国家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                            小澤直之会長エレクト 

 18：55 会長就任挨拶・理事会報告                  大川高明会長   

       幹事就任挨拶・幹事報告                   大塚精一幹事  

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

 19：05 委嘱状贈呈 

 19：07 就任挨拶・クラブ奉仕                     柳 孝実委員長                                            

       研修リーダー                             鈴木悦朗リーダー                                          

 19：10 委員会報 

      出席親睦委員会・諸事お祝い                平田洋一委員長      

      社会奉仕基金発表                       野澤新之助委員長  

      ニコニコ委員会                         小林弘委員長 

 19：30 点鐘                               大川高明会長 
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＜会長挨拶＞                大川高明会長 

いよいよ本日大川高明・大塚精一年度がスタートします。二回目の会長

ですが第５０代会長を務めるに当たり緊張しており責任の重さを感じており

ます。歴史と伝統ある松戸北ロータリークラブのさらなる発展に向け精一杯

頑張っていく所存ですのでよろしくお願い致します。 

本年度も前年度会長の方針の「奉仕」「親睦」と「会員増強」を引き継いで

行きたいと思います。特に会員相互のモチベーションを維持するため「親

睦」については特に力を入れたいと思います。「会員増強」もクラブ運営に

は大事なことで有り引き続き取り組みます。 

本年度RI会長のテーマ 

「IMAGINE ROTARY（イマジン ロータリー）」 

世界にもたされる変化を想像して大きな夢を描き、その実現のためには、ロータリーの力と繋

がりを生かしましょう。私たちは今、果敢に目的意識を持って行動し、リーダーシップを発揮でき

るかどうか問われています。ロータリーは繋がりを生かして協力関係を深め、新たなパートナー

シップを作り出していく必要があります。ロータリーは、それをあらゆるレベルで行うことが出来ま

す。私たちには、皆夢があります。しかし、その実現のために行動するかどうかを決めるのは私た

ちです。 

 次に本年度ガバナーとテーマを紹介します。 

次年度RID２７９０地区のガバナーは小倉純夫さんで松戸ロータリークラブ所属 

第一テーマ：「ロータリーの仲間との信頼を繋ぎ、千葉から世界を変えていこう！」 

第二テーマ：「ロータリーを楽しみながら、地域で、そして世界でよいことをしよう」 

小倉ガバナーは特に元気なクラブ作りを支援することを考えております。 

「元気なクラブ」とは 

明確な目標が有り、それに向かって会員同士が協力し合って活動している 

委員会のコミュニケーションが取れていて、風通しがよく、相互の交流が活発である 

例会が楽しく充実していて、情報の受発信が行き届いている 
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＜クラブ奉仕委員会＞        柳 孝実委員長 

 
 今年度クラブ奉仕委員長を仰せつかりました柳孝実です。 

副委員長には平田会員(親睦委員長)、委員には小林弘会員(ニコニコ委員長)、髙橋一彦会員(プ

ログラム委員長)、小澤直之会員(増強委員長)、岡本真理子会員(会報委員長)の6名で運営して参

りますので宜しくお願い致します 

 今年度の【目標】は「会長・幹事、クラブ奉仕に属する各委員会と緊密な連携を取りながら、会員が出席し

たくなる例会や入会候補者が入会したくなる魅力あるクラブ作りに貢献できるよう努めます」とさせていただ

きました。 

 また【活動計画】は「１．会長・幹事及び傘下の各委員長と当クラブの目指すべき方向性を共有するため、

会合を開催する。２．傘下の委員会の動きに目を配り、協力して活動を遂行していく。」といたしました。 

 私は2015年3月に入会しましたが、クラブ奉仕委員会は五大奉仕の中でも活動が見えにくい委員会と思って

きました。 

 前年度は小澤会員が委員長として前面に立って活躍をされました。 

私は小澤会員のようにできるかは分かりませんが、傘下の委員会にしっかりと目と気を配り、活動を支えるこ

とで、会員が参加したくなる例会づくりに会長・幹事および傘下の委員会と共に貢献できればと考えておりま

す。一年間、何卒宜しくお願い申し上げます。 

＜２２-２３年度地区役員委嘱状＞ 

 

地区幹事団 幹事    大塚 精一 

 

POLIO地区委員     小椋 伸也 

                                             

                    宜しくお願い致しま

 
《会報編集委員》岡本真理子・関征啓・小澤盛明・平野 社会奉仕基金 3633円 

＜クラブ研修リーダー＞       鈴木悦朗リーダー 
 

  

 ＜目  標＞ 

 「ロータリーの基本と変遷を学ぼう」 

  ロータリー歴の浅い会員が、ロータリーの基本知識を習得するともに、ロータリー歴の長い会員も含め、   

  ロータリークラブで大切にすべきものと変えていかねばならないものを意見交換する。 

 

 ＜活動計画＞  
  ①月に１度の例会後の研修で、ロータリーの歴史や基本理念を確認、再確認してゆくとともに、RIの現在  

   までの活動の変遷を知る。 

  ②コロナ禍がある程度収まった段階で、参加者を募集し、他クラブにメーキャップし、他クラブの例会運 

   営を学ぶとともに、クラブ内だけでなく、広くロータリアンとの交流の機会をつくる。 

  ③次期リーダー・希望者を地区のRLI研修会に派遣する。 

  ④具体的活動日程  9月7日、11月30日、2月8日、4月19日の例会内研修と例会終了後の研修およびメー  

   キャップ。 
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行動計画立案 

事前作業として会員アンケートを収集する。 

ニコニコ発表を昼間例会に変更する 

～④は承認されました。 

第3号議案 地区推奨プロジェクトについて 

10/23日（日） 「POLIO-DAY」開催 （成田空港での啓蒙活動） 

第4号議案 

  ガバナーノミニー・デグジネート推薦については当クラブからは推薦は無とします。 

第5号議案 ダイバーシティAC.千葉への推薦について 

10,000円の寄付について前年度理事会で承認されており実施。 

水筒10個進呈（＠2,420円×10＝24,200円） 

・②承認されました。 

第6号議案 新会員推薦について 

佐久間於弥さんの推薦 

渋谷さんの歓迎会は8/24を予定 

承認されました。 

〈幹事挨拶・報告〉大塚精一幹事 
 

改めまして今晩は、今年度大川高明会長からご指名を受け幹事を拝命した大

塚です、よろしくお願いいたします。ロータリー歴は8年3か月となりますが、

勉強不足でロータリーについてよく分からないまま幹事を受けてしまいまし

た、つきましては皆様のご指導・ご鞭撻を改めてお願いいたします。 

 ここからちょっと為になるお話しをさせて頂きます。カブト虫を捕まえる方法として油肉に焼

酎をかけて樹に縛っておくとカブト虫が寄ってくるのをご存じでしょうか。 

先週の金曜日ゴルフ場でそれを実践しました。先週の金曜日は茹だるような暑い日でした。 

暑いので水をがぶ飲みし、そしてカートに目をやると殺菌用のスプレーがありました、手にかけ

てみるとすうすうして気持ちが良かったので両腕と首筋にたっぷりとかけました。そしてプレー

に入ったのですが私の周りに1匹の蜂が寄ってきました、最初は気にならなかったのですが、その

うち２．３匹に増えてきました、なぜ渡しの所だけ寄って来るのか不思議に思っていたのですが

殺菌用のスプレーが原因ではないかと気が付きました、急いで腕と首筋をタオルでふき取りまし

たが、後の祭りでした。蜂がまだしつこく纏わりつき襟から背中に入り込んでしまいました、最

初はもぞもぞしていただけなのですが最後は背中を刺しました、未だに1円玉くらいの大きさの痣

となって残っています。良い子の皆さんは真似しないでください。以上、ゴルフ場で殺菌用のス

プレーは体にかけないでくださいという幹事の為になるお話でした。 

 

報告事項 

松戸西ロータリークラブ 

零回臨時変更 夜間移動例会 トラットリア アルレッキー 18：30～ 点鐘 

 

2021－22年度ガバナー 梶原等 

千葉県ロータリーマップのご案内  2,790地区のホームページからアクセス 

松戸東ロータリークラブ 

創立50周年記念誌の送付（事務局で預） 

佐倉ロータリークラブ 

創立50周年記念誌の送付（事務局で預） 

  
 

 
 

 

 

  

                                                   WEEKLY  REPORT 

RI会長テーマとガバナーテーマを踏まえて次年度の方針について7項目あげさせて頂きます 

行動計画の策定 

松戸北ロータリークラブとしても中期行動計画を検討したいと思います。 

会員全員の意見を聞き、まずは3年計画を策定します。 

メインとなる奉仕活動決定 

コロナ禍でしたがこのメインとなる奉仕活動ついて話し合いをして参りました。その内容を整理し

早い段階で決定致します。 

会員の親睦を深める 

会員の親睦を深めるためゴルフ同好会以外で「歩こう会」・「食べよう会」、それに加えて英語等を

学ぶ「学ぼう会」・スキーや温泉、また名勝地を巡る「旅の会」を考えております。興味を持っ

た会員がファイヤーサイトミーティングでまずは話し合い内容を決めて行きます。 

会員増強 

今年度同様に会員増強は続けて力を入れて進めたいと思います。外部講師例会も企画し増強

に務めます。 

一人ひとりリーダーシップを発揮する 

我々ロータリアンは一人ひとりがリーダーで有り会社やグループを引っ張っておられます。ロータ

リー活動でも積極的にそのリーダーシップを発揮して頂きたいと思います。ロータリー活動の

中で会員のリーダーシップを発揮できる場を作っていきます。 

地域社会に受け入れられるクラブ 

松戸北ロータリークラブが地域社会に受け入れられるにはどうしたらいいか考えていきたいと思

います。いろいろと各会員は地域社会と結びついておられます。それを広げ松戸北ロータ

リークラブとして結びつきが広がればよいと思っています。 

創立50周年記念式典 

松戸北ロータリークラブは1973年4月2日28名でスタートしました。来年4月で 

50周年を迎えます。多くの諸先輩方が築き上げた伝統ある松戸北ロータリークラブをみんなでお

祝いしたいと思います。そしてさらなる飛躍をしたいと思います。 

コロナも少し落ち着いてきました。まだ油断はできませんが毎回の例会を大事に２回目の会長

を務めさせて頂きます。 

最後に来年４月に予定をしている創立５０周年式典は会員皆様のお力をお借りして盛大に

開催したいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

理事会報告 

第１号議案 予算ついて 

ニコニコBOXより1,000,000円を繰入れます。 

例会費・移動例会費予算について 

通常例会38回、移動例会5回（1M、家族例会含む） 

周年行事積立金については55周年式典と続くので今年度も協力をお願いします。 

予算は承認されました。 

第2号議案 年間スケジュールについて 

フォーラムの開催 

増強フォーラム 8/3日・9/21日 

奉仕フォーラム 8/17日・9／28日 

ガバナー公式訪問 

12/7日（昼例会） 五大奉仕委員長の方針発表 

11/16日ガバナー公式訪問前ガバナー補佐訪問 


