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第2359回 例会 2022年8月17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   ７ ８ ． ８ ％ 

  「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2359回 例会プログラム＞ 

                                              司会   野澤新之助副委員長                              

      12:30 例会開始時まで各自食事  

      12:50 点鐘                          大川高明会長 

           ロータリーソング静聴  【♪我等の生業】  

      12:53 会長挨拶・理事会報告               大川高明会長 

           幹事報告                      大塚精一幹事 

      13:00 奉仕事業フォーラム①              野澤新之助委員長 

            社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕委員会 

            今年度奉仕事業について 

      13:20  【委員会報告】 

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

             諸事御祝 

           ■社会奉仕委員会                野澤新之助委員長 

              本日の社会奉仕基金発表 

           ■ニコニコ委員会                 吉田俊一副委員長 

             本日のニコニコ発表 

      13:33  点鐘                         大川高明会長  
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＜会長挨拶＞                           大川高明会長 

皆さんこんにちは。私のお寺のお盆は13日が迎え盆、16日が送

り盆です。今年もお墓参りをしてご先祖様に感謝致しました。コ

ロナ感染者がまだまだ多い中、今年も多くの人がお墓参りに来て

いました。皆さんのところはどうでしたか。 

 

朗報があります。15日インターハイの競泳400ｍ自由形で松戸東

ロータリークラブ会長の息子さんが千葉代表で見事優勝されまし

た。ラスト50ｍでの逆転劇でした。すごいことだと思います。息

子さんの高校は私と鈴木悦朗さんの母校「市川学園」です。この

後17日に競泳1500ｍ自由形の決勝が有ります。優勝し2冠達成を期

待しています。 

 

今月は「会員増強月間」です。3日の日にはグループ分けでいろいろ話し合って頂きま

した。いろいろな意見が出たと聞いております。 

 

今年のジェニファー・ジョーンRI会長は会員増強、及び退会防止について 

みんなを暖かく向かい入れるクラブ体験をイマジンする：心地よさと配慮 

クラブの環境と体験がすべての会員と参加者にとって大事です。インクルーシブで、楽

しいものであるようにすることが大切です。調査によって分かっていることは、会員に

とっての「心地よさ」と「配慮」が会員の満足度を高める唯一かつ最大の要因であり、会

員を維持するための最善の手段であるということです。これは、会員と参加者がロータ

リーとの関わりから何を求めているかについて耳を傾け、理解することから始まります。

なぜ退会者が出るのかをより良く理解するために退会者アンケートを行うことも重要です

が、退会するまで待つ必要はありません。ジョーンズ会長は、新会員の要望や期待を理解

するために、入会直後に入会者へのインタビューを行うことをクラブリーダーに強く促し

ています。もちろん、すべての既存会員に定期的にアンケート調査を実施することで、会

員としての体験について意見や感想を伝える機会を与えることも重要です。 

 

と言っておられます。 

 

今月のロータリーの友では女性会員の特集で「多様性にあるクラブ作りへ：女性会員を

増強しよう」のタイトルで掲載されています。皆さんはこの掲載内容を読んでどんな感想

ですか。まだ読んでないかたは是非読んで下さい。 

我がクラブも千葉興業銀行の女性支店長岡本会員が入会されました。これをきっかけに女

性会員を増やせないかと思っております。いろいろなご意見があるとは思いますが、会員

の中には女性を推薦したい人もおられると思います。増強のためだけに女性を推薦するの

ではなく、男性を推薦するのと同じようにロータリアンとしてふさわしい人として女性を

推薦して頂ければと思います。 

 

先般、戦略計画立案に向け、会員へのアンケートをお願いしました。13名の会員から回答

を頂いており、提出がまだの会員の方々は是非アンケートの提出をお願い致します。 
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 《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 6,517円 

 

 

 大塚 精一 会員 

    Ｓ２８．８．６生 

誕生祝いありがとうございます。 

８月６日で６９歳になりました。６０代はこれ

が最後の歳になります。 

残り１年大いに青春を謳歌したいと思います。 

 髙橋 一彦 会員 

Ｓ４０．８．１７生 

 

誕生日のお祝い 

ありがとうございます。 

 八木原 清隆 会員 

妻の誕生日のプレゼントをいただき、 

ありがとうございます。 

これからも大事にしてもらいます。 

 平野 崇広 会員 

    Ｓ４７．８．１２生 

ありがとうございます。 

この５０歳という大きな節目に復帰できました

こと、大変うれしく存じます。 

これからもよろしくお願いいたします。 
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＜奉仕事業フォーラム①＞ 

社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕委員会 今年度奉仕事業について 

  

日程     9/14㈬ 雨天決行（荒天のみ中止） 

場所     高代園（たかだいえん）   〒270-2222 松戸市高塚新田532 

       ℡：047-392-9134    fax：047-392-9136 

       もぎ取り750円/㎏（仲良し学級の生徒も体験可能 バス駐車可） 

行程（案）   09：00 集合 ～ 09：15 小学校発 ～ 09：45 高代園着 

       10：00 梨狩り体験 ～11：00 高代園発 ～11：30 小学校着 

招待する学校   栗ヶ沢小学校 仲良し学級 

用意検討   雨天用 カッパ    感染対策用 アルコール マスク 

       虫よけスプレー  お茶代（過去芋ほり資料より参照）  

想定予算   梨園費用 750円/㎏ 2-3㎏の持ち帰り 生徒数  

       ＊ 生徒18人で3キロ持ち帰り 3×750×18＝ 40,500円 

       バス大型   55,000円    備品費用   10,000円 

       予備費用   15,000円    1校あたり   120,500円  

  

今後     参加人数の確定  下見    学校向け  案内状などの資料作成 

       事前の計画書   会員向け  説明資料  案内文 

       保険加入     会員服装  中止判断期限 

  

 今後（次年度）の奉仕活動について 

 今回の実施結果を踏まえ今後（次年度）の奉仕活動について例会で検討する 

・実施した場合の実施校の選択（以前は小学校3校、中学校2校） 

・そのときの費用についての見込みを算出し予算を検討 

・地区補助金の利用について  

＜諸事御祝＆ニコニコ委員会＞                 吉田俊一副委員長 

  

 石井 新一 会員 

Ｓ９．８．１０生 

誕生祝い 

ありがとうございます！   

８８歳になりました！！ 

これからも、 

元気に活動していきます！ 

中原 光男 会員   

馬場咲希さん、全米女子アマ優勝おめでとう、すごいことです。 

３７年ぶりというとですね。ニコニコします。 
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＜幹事報告＞                          大塚精一幹事 

 

お盆が終わりましたが、皆様どのように過ごされましたか。私

は毎年お盆と正月前に庭木の手入れをし、きれいな庭で先祖を迎

えるように心がけています。特にお盆とか正月とかにこだわりは

ないのですが、目標を持たないと怠惰な生活を送ってしまうから

です。 

話を植木の手入れに戻しますが、木を剪定する鋏はとても大切

なものです。鋏が切れないと出来上がりが綺麗に仕上がらないか

らです。鋏は使い終わったら束子で刃に着いた渋を洗い落としま

す、そして機械油を塗っておきます。 

刃が切れなくなったら、砥石で研ぎます。研ぎ方は、斜めになっている外側の部分を15

度位の角度で研いで行きます。内側の部分は絶対に研がないで下さい、研げば研ぐほど切

れなくなってしまいます。 

ついでに包丁の研ぎ方はやはり15度位の角度で行います。包丁により両面研ぐ場合と片

面だけの場合があります、和包丁は片面が多いです。包丁の場合砥石がない場合、新聞紙

でも研ぐことができます、新聞紙のインクがカーボンと似ていて砥石の変わりになるよう

です。また、保存する場合は水気を良く切って新聞紙に包んで保存すると新聞紙のインク

が油脂となり錆対策になるようです。以上幹事の一口メモでした。 

 

それでは、幹事報告を申し上げます。 

世界ポリオデー啓蒙イベントご協力のお願いが小倉純夫ガバナー他から届いています。 

10月23日（日）⑫：30から16：30 成田国際空港第2ターミナル前中央広場 

小椋会員が地区委員となっていますのでご協力をお願いします。 

後日、小椋会員から改めてアナウンスがあると思います。 

＜奉仕事業フォーラム①＞ 

社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕委員会 今年度奉仕事業について  野澤新之助委員長 

 

梨狩り体験 
目的 ①芋掘りに代わる奉仕活動の試み 

    クラブの象徴的奉仕事業 芋ほり体験の休止から3年 

    （2018.10.10実施） 

    新たな奉仕事業の継続に向け候補にするため実施計画。 

   ②地元松戸のアピールと青少年育成 

    二十世紀梨の発祥の地、松戸。梨の生産量1位の千葉県。 

    名産の梨を収穫体験してもらうことで、松戸をアピールすると共に青少年の育成 

    へのお手伝いを行う。ロータリーの友などで活動を広く認知してもらうこともで 

    きる。 

   ③地区第1スローガンへの協調 

    2022－23年度ガバナー 小倉純夫ガバナーが掲げる地区第1スローガン 

    “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ゆこう！” 

    に合致する千葉（松戸）にポイントを置いた奉仕事業を実現できる。 

次ページへ続く 


