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

 野村 充 会員 

結婚のお祝いありがとうご

ざいます。 

（後悔先に立たずです） 

 渡辺 敏弘 会員  Ｓ１９．９．１７生 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

７８歳になりました。 

ゴールに向かってまっしぐら、 

「明日の明日はないものを」の思いで 

日々頑張っています。 

 織田 証 会員 

結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

明日、京都に帰る予定ですので、持って帰りたい 

と思います。 

 

 関征啓会員 

私自身慈善活動に元々興味が有りましたが人１人の力なんてたかが

知れてます。 

以前から松戸北クラブには芋掘りという行事が有り、その行事に参

加させて頂いた時に子供の笑顔に心が満たされました。 

この3年間具体的な行動ができませんでしたが、まずは行動する事が

重要だと思いました。 

今回実際行動が出来たので、この後は熱が冷めないうちに何が良く

て反省点は何かを北クラブとして議論する事が大事ではないかと思います。 

 《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 9,110円 

 

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2363回 例会 2022年9月21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 5 . 0 ％ 

  「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 
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＜第2363回 夜間例会プログラム＞ 

                                              司会    小林 辰幸会員 

                               

     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                       大川高明会長 

          幹事報告                      大塚精一幹事 

 

     13:00 社会奉仕委員会 活動報告「梨狩り」     野澤新之助委員長 

 

     13:23  【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 

     13:30  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。台風14号すごかったですね。皆さんのご

自宅は大丈夫でしたか。  

 9／9日（金）5クラブ合同例会・情報研修会開催に参加頂い

た会員の皆様ありがとうございました。会場で発表頂いた小澤

直之エレクトの発表はたいへん良かったです。ありがとうござ

いました。当日参加できなかった会員の方も後日内容をお配り

しますので内容を確認ください。  

 9/14日（水）栗ヶ沢小学校なかよし学級の生徒さん17名と梨

狩り体験を行いました。何事もなく無事に終わりました。生徒

の皆さんはすごく喜んでいました。先生方も7名参加頂き貴重

な体験をさせてもらって大変感謝しますとのお言葉を頂戴しま

した。継続事業にできるか今後検討したいと思います。  

 

9/17日（土）は財団セミナーが有り、織田財団委員長と大川2名ＺＯＯＭで参加しまし

た。次年度は地区補助金を申請したいと思います。手順としては 

・提案書相談期間  2023年3月31日まで随時 

・申請書提出期間  2023年3月1日～3月31日 

・審査期間   2023年4月1日～4月17日 

・交付期間   ロータリ財団より地区に補助金が振り込まれ次第 

・プロジェクト実施期間 2023年7月20日～2024年3月31日 

・最終報告書提出期間  プロジェクト終了後1ヶ月以内  

               最終期限は2024年4月30日  
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９月１４日（水） 

天気 晴天 

最高気温 

３１度超え 
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平田洋一会員 

以前はなかよし学級の生徒さんたちと芋掘り

体験をしていました。 

土を耕し、芋を育てる等の事前準備が大変で

したが、その過程でメンバー同士の親睦を図

ることができ、生徒さん達も喜んでくれてい

ました。芋掘り体験も良い内容でしたが、今

回の梨狩り体験では生徒さん達とより一層、

交流できたように感じました。 

メンバーそれぞれが農園で生徒さんの手を引

いたり、枝まで手が届かない子をサポートし

たりしながらコミュニケーションを取ることができ良かったです。 

孫でもおかしくない年齢の生徒さんの手を引いて、まるで孫の手を引いているよう

な気持ちになり癒されました。  

平野崇広会員 

今回の梨狩りに参加させていただきました。 

企画の中心になられていた皆さまのご苦労は大変なも

のだったと思います。お疲れさまでした。 

元々ロータリークラブに思い描いていた活動というの

がこの様なものでしたもので、今回は自分のイメージ

通りの活動で自分自身も楽しんでの参加させていただ

きまして。その中で子供たちが楽しそうに梨狩りをし

ている様子がとても嬉しく、その笑顔を見たら本当に

よかったなと。 

またぜひ今回のような活動に参加したく思います。ありがとうございました。  
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 なかよし学級への梨狩りを含め2023年2月までにプロジェクトを決め、申請書を提出し

たいと思います。  

青森県大雨災害支援の為、会員＠500円×35名＝17,500円を支援致しますのでご報告致

します。支援金は災害支援金から支出致します。 

10/9日（日）地区大会参加の方には当日新松戸駅ホーム待ち合わせでまとまっていきた

いと思いますので待ち合わせ時間を後日連絡致します。車等で別途行かれる方は連絡下さ

い。 

本日配布した10/23日（日）成田国際空港での「世界ポリオデー」の案内を確認頂き、

ぜひ当日の参加をお願い致します。これについても後日参加確認を致します。 

ガバナーノミニー・デジグネート（2025-26年度ガバナー）選出の連絡が来ましたので

ご報告致します。 

 氏名 時田 清次  1998.2 市原中央ロータリークラブ入会 

 生年月日 1957年（昭和32年）1月5日  

以上会長挨拶と致します。 

＜幹事報告＞                          大塚精一幹事 

 

改めまして、今日は 。幹事報告を申し上げます。  

 

①活動計画書送付のご案内について 

 流山中央ロータリークラブから送付されています。  

②寄付金の御礼について 

 一般社団法人Diversity A.C.千葉から送付されています。 

③例会臨時変更のお知らせ 

  松戸西ロータリークラブ 

  10月11日→10月9日に振替 

  10月18日→夜間移動例会に変更 18時30分～ 松葉鮨 

  11月1日、11月22日休会  

④小金南地区子ども会ハロウィンカーニバルについて 

 小金南地区子ども会育成連絡協議会 

 昨年の寄付の御礼と、今年も10月22日に実施されるという事で寄付のお願いが来てい

ます。 

⑤松戸青年会議所55周年祝賀会のご案内について 

 10月15日（土） ロイヤルガーデン日本閣  

 

以上幹事報告でした。  



 

＜社会奉仕委員会 活動報告「梨狩り体験」＞          野澤新之助委員長 

 

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。  

 

下見 （8/31）栗ヶ沢小学校先生と共に 

   お手洗い  園内にある 

   車椅子対応 平坦の為可能 畑を走行するので、雑巾などの用意 

   梨は両手で持って上に持ち上げると採れる  

 

実績 小学校人数 児童17名 先生7名 計24名 

   会員参加者 17名 ガバナー補佐 補佐幹事 2名  

 

費用速報 

梨園費用   1名当たり1,000円 

       生徒・先生・ガバナー補佐・補佐幹事 計２６名 26,000円 

バス大型   47,850円 

予備費用   15,000円（精算未了） 

 予算合計   88,850円  

 

9/14 当日の行程 

   8：00 時点で高代園へ実施連絡  

   9：00 バス 小学校着 順次乗車 

   9：15 出発 

   9：45 高代園着 下車 整列 

   9：50 梨狩り体験 

 

   式次第      司会 野澤 

   児童 開会宣言  ＊初めに栗ヶ沢小学校の生徒さんからはじめのことば 

   会長挨拶     ＊松戸北ロータリークラブ会長 

   校長挨拶     ＊栗ヶ沢小学校校長 
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注意事項     ＊高代園さんより説明 

         ＊会員は児童1～2名に会員1名がサポートするような配置。 

         ＊児童が取った梨を持ってあげるお手伝い 

         ＊他の梨を傷つけないように見守り、注意を促す  

   10：00 移動 

   10：05 現場にて説明 

   10：10 梨狩り体験開始 

       ＊会員はサポートを行う 

   10：40 戻る 待機 整列 

   10：45 児童より感想 

   10：50 先生よりお礼 （熊谷先生） 

   10：55 写真撮影 

   撮影次第 児童よりおわりのことば 

   解散 バス乗車 

   11：00 高代園 発  

 

感想 

梨狩り体験で栗ヶ沢小学校の子供たちの楽しそうな姿、帰りのバスで手を振る子どもた

ち、疲れて眠る姿などを見て、充実した時間を共感できたと思います。 

年度が始まってから急遽対応していただいた栗ヶ沢小学校の先生方に感謝しつつ 

併せて当クラブの包容力、瞬発力、会員の熱意を強く感じました。ありがとうございまし

た。  

 

今回行った奉仕事業を継続事業とするための課題 

 参加校数  限定的で行った1校をこれまでの芋ほり同様参加校を増やすのか 

 支援内容  お手伝いする内容の改善点  

 運営方法  連絡スケジュールなど 

 補助金申請 できるのかどうか 

 事業予算  バス代 なし園代 など  
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