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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 

 

第2356回 例会 2022年7月20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 ｼﾞｪﾆﾌｧ－E・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ  

■第2790地区ガバナー    小倉 純夫        

■第13Gガバナー補佐     髙橋 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   8 1 . 2   ％ 

  「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 

大川会長による点鐘 
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＜第2356回 例会プログラム＞ 

                                                  司会   髙橋 一彦委員長                                  

      12：30 例会開始時まで各自食事  

      12：55 点鐘                         大川高明会長 

             ロータリーソング清聴  【♪我等の生業】  

      12：58 お客様紹介                     小澤直之会長エレクト 

      13：00 会長挨拶・報告                   大川高明会長   

            幹事報告                      大塚精一幹事 

      13：05 第13グループアシスタントガバナー挨拶 

                                  高橋竜一アシスタントガバナー                              

      13：10 就任挨拶       

            ◆出席親睦委員会                 平田洋一委員長                                

           ◆ニコニコ委員会                  小林弘委員長 

           ◆会報・雑誌・広報委員会             岡本真理子委員長 

           ◆プログラム委員会                髙橋一彦委員長 

      13:25 委員会報告 

           ■本日の社会奉仕基金発表           野澤新之助委員長 

           ■ニコニコ委員会                           小林弘委員長  

      13：30 点鐘                          大川高明会長  

＜会長挨拶＞                           大川高明会長 

 皆さんこんにちは。本日はガバナー補佐1回目の訪問で髙橋竜一ガ

バナー補佐と谷口貴光補佐幹事においで頂いております。お忙し中

ありがとうございます。髙橋ガバナー補佐には後ほどご挨拶をお願

い致します。また１年間ご指導よろしくお願い致します。  

 

 昨夜は並木会員の奥様のお通夜には多くの会員の参列を頂きあり

がとうございました。奥様のご冥福を改めてお祈り致します。 

 

 天候が不順で体調管理が難しいですが会員の皆様にはくれぐれも

注意をしてお過ごしください。コロナウイルス感染者が増えてきま

した。昨日現在で全国が65,745人で重傷者が155人、死亡者が28人に

なっています。都内の病床率が40％を超えたそうです。また蔓延防止等の発令がないこと祈

ります。  

 

 前回お話しした青少年交換留学生希望の親子と17日（日）面談致しました。ロータリー側

は髙橋ガバナー補佐と東クラブの蔵本会長と私の３人でした。留学希望者の印象は３人とも

少しおとなしい子だなとの印象でした。いろいろ確認しましたが１年間交換留学生を受け入

れるホストファミリーを決めることが難しい状況です。先方の方には改めてご自身でホスト

ファミリーが受けられるか、今通われている松戸国際高校で交換留学生の受け入れが可能か

授業料はどうなるか確認をしてもらっております。 

私自身も知人等にお願いしておりますが難しい状況です。時間がないこともあり早めに先方

には回答したいと思っております。 
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 週1回の例会は会員皆様の時間を頂戴しての貴重な１時間となります。 

 ロータリークラブ会員として松戸北RCの活動を尚も活発にする意味でも例会に向けての案

件提示に尽力を戴く事をご理解頂き、有意義な例会プログラムスケジュール構築へのご協力

もお願い申し上げ簡単ではありますがプログラム委員会よりの挨拶とさせて頂きます。 

 

【活動計画】 

１．本年度会長方針に沿ったプログラムの作成 

２．R・Iの月間ではテーマにちなんだ発表を担当委員会に尽力を願う。 

３．例会プログラムを早目に作成周知する事で会員の出席率に貢献する。   

＜お客様紹介＞の様子             ＜本日の社会奉仕基金発表＞の様子 

  小澤直之会長エレクト                   野澤新之助委員長 

 

＜ニコニコ委員会＞                        小林弘委員長 

 

野村充会員 

 本日は髙橋補佐訪問、ご苦労様です。 

 本日、若い従業員にコロナ３名出まして手伝いのため早退いたします。 

 年寄りの私は大川高明会長を見習って、今日も同伴です。 

 

髙橋竜一第１３グループガバナー補佐 

 一年間お世話になります。 

 《会報編集委員》岡本真理子・関 征啓・小澤盛明・平野崇広 社会奉仕基金 6,062円 
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＜就任挨拶＞ ニコニコ委員会                   小林弘委員長 

 

こんにちは。 

目標は会員各位の慶事に際してはニコニコBOXに協力をいただき、全会

員で祝福をし、会員相互の親睦と友情をより深め喜びを共有すること

です。 

 

活動計画は 

１．会員の慶事にはニコニコBOXに協力をいただく 

２．例会時にニコニコの発表をし、喜びを共有する 

３．年度末には貢献度や楽しい愉快なコメント等には表彰します 

＜就任挨拶＞ 会報・雑誌・広報委員会              岡本真理子委員長 

 

こんにちは。 

会報・雑誌・広報委員の今年度の目標ですが、例会および松戸北ロータ

リークラブの奉仕活動等をクラブ内外に周知できるよう、ロータリーの

目的、行動規範に則って取組んでいきます。 

 

活動計画ですが以下の通りです。 

１．文章だけでなく、写真等を盛込んで読み手に臨場感が伝わるよう 

  に撮影を都度行う。皆様には笑顔をお願いいたします。 

２．委員のメンバーで各自持ち回りをし、全員体制で取組んでいく。 

  メンバーとは後日作成の順番を打合せします。 

３．前委員長より引継ぎ項目で話が出ていましたが、会報は速やかに作成したいと思いま 

  す。発表される皆さまにもご協力をお願いしたく、原稿等の提出依頼を受けた方は、 

  その週の金曜日午前中までにメールもしくは書類のご提出をお願いいたします。 

＜就任挨拶＞ プログラム委員会                 髙橋一彦委員長 

 

 今期プログラム委員長を担当いたします高橋一彦です。 

 副委員長に野澤新之助会員、そして委員に小林辰幸会員、小椋伸也

会員を迎え計4名で活動させて頂きます。  

 

 目標として年度計画に沿った例会が出来るように会長・幹事及び各

委員長と連係を取りながら充実した例会時間の提供を目指しプログラ

ム委員会として活動する事を掲げ有意義なタイムスケジュールの整理

と構成に努力させて頂きます。 
 

 具体的には、プログラム委員会はクラブ奉仕委員会に属する１委員

会ですので会長・幹事の意向は勿論の事、5大奉仕委員会はじめ各担当委員会に所属する会

員皆様のご意見も大事な提案として例会に繁栄させて頂くお手伝いが出来ればと考えており

ます。 
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 また１６日（土）規定審議会報告会があり当クラブからは大塚精一幹事、柳孝実クラブ

奉仕委員長、鈴木悦朗研修リーダー、私と４人がZOOMにて参加致しました。  

講演は規定審議会に参加された得居地区研修リーダーより説明がありました。内容が多く難しく今

日までにまとめられませんでしたので後日ご報告致します。 

講演ではRIの現執行部のロータリーへの不信か不満が少し感じられたというのが感想です。  

 本日はプログラムも詰まっておりますので会長の挨拶は終わります。  

＜幹事報告＞                           大塚精一幹事 

 

改めましてこんにちは。最初に7月16日にズームで実施された

規定審議会に参加しましたので報告致します。 

 

得居仁パストガバナーの解説からお話させて頂きます。 

得居さんは実際の規定審議会に参加した模様を赤裸々に語っ

て 頂きました。 

今のRI（インターナショナル）は健全な運営がなされていな

い、運営しているのはロータリーアンの代表である理事ではな

く事務局である。その意味ではＲＩは存在しない。 

例えば、今回の規定審議会で事務局長の任期と報酬の見直しの

案件は否決されている。 

事務局の考え方は、世界のロータリー会員数は現在減少傾向

にあり将来も続くであろうとの見通しである、その為には会費（上納金）の値上げをしつ

つ経費の掛かるガバナー制度の廃止を検討しているようである。 

ロータリーの友7月号で我々千葉県のロータリークラブの区分が関東・甲信越から北海

道・東北エリアに、また、呼称もゾーンから地域に変更になっている。このような事もそ

の一環であるかもしれない。（湯本松戸クラブ会長の質問に答えて） 

ロータリークラブは誰のものか、ロータリークラブは親睦と奉仕を目的とした会員のも

のであり、事務局を維持運営するものではない、少なくとも事務局の人件費を捻出するも

のではないと言うような事を熱く語って頂きました。 

 

１．例会臨時変更のお知らせ 松戸中央ロータリークラブ 

  7月28日（木） 夜間移動例会 金太楼松戸東口店 18：00点鐘 

 

２．例会臨時変更のお知らせ 松戸西ロータリークラブ 8月16日（火） 休会 

 

３．並木会員の奥様の葬儀に際して香典 2万円 生花 1基  

 

４．ダイバーシティAC千葉 協賛金1万円の支払い  

 

５．奉仕プロジェクトセミナーの案内 8月20日（土） 13：00開演 ＴＫＰシティ千葉  

 

６．ロータリー財産セミナーの案内  9月17日（土） 13：00点鐘 ＴＫＰシティ千葉  

 

７．22・23年度地区大会開催の案内 

  10月8日（土） １２：３０登録開始 ホテル・ザ・マンハッタン  



  

                                                   WEEKLY  REPORT 

＜第13グループアシスタントガバナー挨拶＞       高橋竜一アシスタントガバナー  

 

今年度、第13グループガバナー補佐を務めさせていただきます。

松戸東ロータリークラブ所属の髙橋竜一と申します。補佐幹事は、

谷口貴光さんにお願いしております。1年間宜しくお願い致しま

す。 

 

 松戸北ロータリークラブさんは、来年、創立５０周年を迎えられ

るとお聞きしております。大変おめでとうございます。記念式典が

盛大に開催されますことをご祈念申し上げます。 

 

私の職業分類は情報処理です。５年間外資系IT企業に勤めた後、

２９歳で独立しました。長年、様々な業種の受託ソフトウェア開発

をしておりましたが、6年ほど前から医科・歯科クリニック向け専

門の再来受付精算機、釣銭機、案内表示をシステムとして製造、販

売、卸し（OEM提供）をしております。 

 

さて、今年度はこの第１３グループから小倉純夫ガバナーが、輩出されております。 

特に松戸ロータリークラブさんは、地区大会や地区大会記念ゴルフ大会のホストクラブとし

て準備で大変だと思いますが、松戸北ロータリークラブの皆様もコホストクラブとして第１

３グループ全体でご協力頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

2022-23年度RI会長ジェニファー・ジョーンズ氏は、「IMAGINE ROTARY」をテーマに掲げら

れました。それを受けて小倉純夫ガバナーは、「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！」という第１スローガンと「ロータリーを楽しみながら、地域で、

そして世界で良いことをしよう！」という第２スローガンのもと、クラブを活性化するこ

と、元気なクラブ作りを支援していくことを目指しておられます。 

 

そして、小倉ガバナーは、元気なクラブを明確に定義され、元気なクラブ作りのために、委

員会構成に拘らずにCLPの良いところを取り入れて、現在のクラブの問題点などの洗い出し

や、クラブを活性化することができないかとおっしゃられております。  

 

＜以下当日の資料にて配布のため一部省略＞ 

 

 

 

 

 

次にロータリーの未来形成(SRF:Shaping Rotary's Future]についても少し触れておきま

す。 

SRFとは簡単に言いますと、地区やガバナーを廃止して地域（Region）を設け、RIによる

世界のロータリークラブに対するガバナンスを変更するというものです。 
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草案では日本は1地域で、各地域には3年任期のリージョナルカウンシルを置き（日本の

リージョナルカウンシルは1名）、地域はさらに世界でセクションに分け、2年任期のセク

ションリーダーが選挙で決められます。 

日本では１０２のセクションが予定されております。現在日本には３４地区がありますか

ら、１０２のセクションを作るということは、平均で１地区が約３分割という計算になりま

す。 

 

 今年４月に開催された規定審議会で、２２－７１「クラブの管理の試験的プロジェクトに

ついて規定する件」で「RIBIとオーストラリア・ニュージーランドを含むゾーン8内に試験

的なガバナンスプロジェクトを実施する」ことが採択されました。 

 

SRFという名前は出ていませんが、裏で着々と計画が進んでいます。 

WEBなどで検索するとSRFの成り行き次第（ほぼ確実に）では、クラブの自治権の危機に直面

するなどの記事も目にしました。 

 

 今後の内容や成り行きを注視し、絶対に無くしてはならないものにはNOを突き付けられる

だけの知識と意見を持っていなければならないのではないかと思います。  

 

最後に、ロータリー章典によりますと、ガバナー補佐は、「担当するクラブのグループが

発展するよう意欲を引き出し、支援する」とあります。 

 

 皆様の意欲を引き出せる自信はありませんが、この１年間、皆様方のロータリー活動がよ

り充実したものになりますようご支援できたらと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。  

＜就任挨拶＞ 出席親睦委員会                  平田洋一委員長 

 

こんにちは。 

今年度、親睦委員長を務めさせて頂きます平田です。 

今年度は副委員長に並木会員、委員に石井会員、中原会員、崎谷会

員、森谷会員、加賀谷会員、関会員、八木原会員、廣瀬会員、平野会

員、豊島会員、宮野会員、野田会員、渋谷会員の計15名で務めて参り

ます。 

 

長老の石井会員８８歳から若手の関会員・宮野会員４０歳まで幅広い

年齢層で、平均年齢６０歳のメンバーです。長老の叡智と若手の発想

力で良い委員会になることを期待しております。 

楽しい例会になるよう、会長・理事会の方針に沿って各委員と協力し合い、親睦活動を行っ

て参りたいと思います。 

１年間よろしくお願い致します。  


