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＜地区大会の様子＞ 

２０２２年１０月９日（日） 

千葉県１４地区のグループが集まり、地区大会を開催いたしました。 

当日、朝早くから会場までの誘導、案内などお手伝いをいたしました。 

また、「ロータリーポリオプラス委員会ＰＲ」では、当クラブ会員の小椋会員が幕持ち

をし、ポリオ撲滅のＰＲをしました。（表紙参照） 

  

 《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 3,423円 

とても楽しかったです。 

早く食べたくてしょうがなかったです。 

食べる時は味わって食べます。 

とっても貴重だからうれしかったです。 

今日は楽しみで６時１０分に起きてしまいました。 

鈴木さん（鈴木悦朗会員）ともできて、うれしかった

です。 

松戸北ロータリークラブのみなさんへ 

今日は梨園見学をさせてくださって、ありがとうございま

した。 

一緒に大きな梨を探してくれて、ありがとうございます。 

梨の取り方を教えてくれて、ありがとうございます。 

 

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2365回 夜間例会 2022年10月5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 4 . 9 ％ 

  「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 
奥左から２番目が小椋会員（旗持ち） 
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＜第2365回 夜間例会プログラム＞ 

                                                司会    小椋伸也会員 

     18:30 例会開始時まで各自食事  

     18:55 点鐘                          大川高明会長 

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

 

     18:58 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 

 

     19:00 増強実行計画                   小澤直之会長エレクト 

          奉仕事業実行計画発表             野澤新之助委員長 

 

     19:25  【委員会報告】 

          ■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 

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

     19:30  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。10月に入りましたが昨日までは半袖でも大丈夫

でしたが今日は涼しいというか少し寒いくらいです。季節の変わり目

ですお体には十分注意してください。 

悲しいニュースですが新松戸の小学校に通う生徒さんが先月23日に行

方不明になり犯罪に巻き込まれたのではないかと松戸警察と松戸市役

所から毎日情報提供をお願いする放送が有りました。昨日江戸川河口

で見つかったご遺体が行方不明の生徒さんかはまだ不明です。犯罪に

巻き込まれたとすればとても残念です。二度とこのような事件が起き

ないことを祈ります。 

 また、昨日の7時頃北朝鮮の弾道ミサイルが発射され北海道、東北、東京都島しょ部に

「Ｊアラート」が防災無線や携帯電話へのエリアメールなどを通じて市民に伝えられまし

た。ウクライナの事もありJアラートサイレンに地域の人は空襲警報を連想し驚きと不安

でいっぱいだったと思います。でも、私たちの住む町でもいつJアラートが鳴るかわかり

ません。私たちもJアラートが鳴った場合の対策も考えておく必要があると思いました。 

 いいニュースとしてはヤクルトの村上選手が三冠王と王貞治さんのホームラン記録55号

を抜く56号を最終戦最終打席で見事達成しました。22歳での三冠王は史上最年少記録で

す。今後も活躍を期待致します。先般豊島会員の卓話で紹介されたメジャーの大谷選手の

年俸もニュースですごいことになってます。ニュースでは来年度年俸は3,000万ドル（日

本円で約４３億円）となってました。村上選手の来年度年俸は３億円と報じられています

が今後の村上選手の活躍にも目が離せません。 

さて、今月は米山月間です。小倉ガバナーが米山にについて今月のガバナー月信に掲載

がありますのでご紹介します。 

米山記念奨学会は、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業

であり、日本のロータ リーが協同で運営する民間最大の奨学金制度です。   

次ページへ続く 
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＜奉仕事業実行計画発表＞                   野澤新之助委員長 

梨狩り体験 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 

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 

看板代金    1,534円 

費用合計   75,384円 

＊栗ヶ沢小学校へ会員が撮影した写真データを送付致しました。 

栗ヶ沢小学校のみなさんからお礼のお手紙をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
次ページへ続く 

■会員増強に繋がるイベント(イベント以外の企画)のアイディア 

・講演会の開催、有名な実績ある人の講演 

・奉仕活動が多いほど退会者が少ないと思うので多くやるべき 

・ボーリング年２回、献血（以前は年に何度も実施していた） 

・新会員には役割を与える。（やりがいを感じて例会出席意欲につながる） 

・地元の祭りに参加する（屋台出店等） 

・鍋会、ＢＢＱ大会、ゴルフコンペ 

・野球観戦（過去は大相撲観戦もあり） 

・旅行 

・子供達を絡めるイベント 

・外部卓話（過去実施した落語での講和） 

・有名人の卓話（セルジオ越後等） 

■職業分類で当クラブ会員にはない業種からリストアップする。 

以上の結果を踏まえ今後具体的な行動計画を作成する。  

次ページにお礼のお手紙の

一部を掲載しています。 
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第4号議案 小金南地区子ども会ハロウィンカーニバル協賛について 

・小金南地区7子ども会211名 資金援助 ＠1,000円×10口＝10,000円 

・今後松戸北ロータリークラブエリアの子ども会について調査し、小金南地区以外の 

  子ども会への支援も検討する  

＜幹事報告＞                          大塚精一幹事 

 改めまして、今晩は。幹事報告を申し上げます。  

①活動計画書の訂正について 

  ニコニコ委員会の委員 三村藤明会員 → 中原光男会員の間違

いです、訂正してお詫び申し上げます。  

②例会臨時変更のお知らせ 

 松戸中央ロータリークラブ 

  10月1３日（木）→10月9日（日）の地区大会に振り替え  

③例会臨時変更のお知らせ 

 松戸東ロータリークラブ 

 10月7日（金）→10月9日（日）の地区大会に振り替え 

  10月21日（金）移動例会に変更 木更津アロンアロン  

④ロータリーレートについて 

  日本事務局経理室 1ドル＝145円 （アメリカ本部からの通知）  

⑤環境保全奉仕活動を行っているクラブ、企業、事業所などの推薦 

  環境委員会  10月31日（金）締め切り  

⑥2025－26年度ガバナー候補について 

 地区幹事長から報告 

  市原中央ロータリークラブ 時田清次会員で決定  

 ⑦クールビズが終了しましたので今日から上着とネクタイの着用をお願い致します 

以上幹事報告とさせて頂きます。 

＜増強実行計画＞委員長        小澤直之会長エレクト（代行 大川高明会長） 

会員増強フォーラム結果 

■現在の北クラブのアピールポイント 

・例会以外の接点が多い（飲み会・仕事・ゴルフ） 

・会員同士仲が良い（年輩から若手まで） 

・例会の会場が良い 

・若い人から年輩まで派閥なく仲が良い 

・ゴルフ同好会が活発 

・外部講師を呼んでの例会が会員増強につながった 

・若手会員が多く活気があるクラブ 

・女性会員が入会した  

■入会したいと思うクラブの環境づくり 

・楽しくメリットのある例会 

・旅行の実施 

・地元の人との係るきっかけの場にする 

・利害関係以外の人と知り合うきっかけの場にする 

・奉仕活動を充実させる。感動的な活動が大事 

・夜のコミュニケーションの活性化  

次ページへ続く 
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将来、日本と世界とを結ぶ「架け橋」となって、国際社 会で活躍しロータリー運営の理

解者、推進者となる人材を育成することを使命・目的としています。 まさにロータリー

の目指す“平和と国際理解の推進”そのものの活動です。この事業は1952年、東京ＲＣが

日本のロータリーの創始者故米山梅吉氏の生前の功績を称えるために設立した基金を基

に、多くの日本のロータリアンが“平和日本”を 世界に伝え、二度と戦争の悲劇を繰り

返さないために、国際親善と世界平和に寄与したいという熱い思いから創立されました。

ところで最近、米山奨学生に中国人留学生が多く選ば れていることに疑問を呈する声が

一部にあります。今や世界第2位の経済大国になった中国からの留学生を援助する必要が

あるのかという意見です。私はここ３年間奨学生の選考委員を務めましたが、中国人留学

生の応募が多いこと、そして優秀な学生も多いことがその原因だと思います。来日してい

る留学生は皆、日本が好きで日本の文化や歴史に興味を持っています。現在、日本と中 

国との関係は良くはありませんが、将来中国出身の奨学生が中国と日本の架け橋になって

くれることを期待しましょう。 

先般の奉仕プロジェクトセミナーの報告が藤崎奉仕プロジェクト統括委員長より有りま

すので読んで下さい。2015年9月25日国連総会で採択されたサステナビリティーな開発目

標関連する事業をロータリーはこれからも続けて行くことになると思いますと掲載されて

ます。詳しくはガバナー月信5ページに掲載があります。 

 次年度のガバナー補佐の紹介が7ページにあります。第13グループに当クラブ鈴木悦朗

会員の写真が掲載されてます。  

 最後に第2790地区の地区ビジョン・戦略計画について掲載があります。これに関しては

10月8・9日の地区大会において決議しますので必ず読んでおいて下さい。当日参加されな

い会員もお願い致します。 

 

理事会報告 

第1号議案 創立５０周年組織の報告と予算承認について 

・組織表 実行委員長     並木幸雄会員  

     実行副委員長    齋藤國春会員   髙橋一彦会員 

    総務委員会委員長  齋藤國春会員兼務 副委員長 野澤新之助会員 

    記念事業委員長   渡辺敏弘会員   副委員長 小林辰幸会員 

    式典委員会委員長  森谷充伯会員  副委員長 小椋伸也会員 

    記念誌委員会委員長 大川隆永会員   副委員長 平野崇広会員 

    接待委員会委員長  野村充会員  副委員長 小澤盛明会員  

・予算案 承認されました。 

 

第2号議案 なかよし学級梨狩り費用報告について 

・参加者 小学校 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  合計 75,384円 

 

第３号議案 小金小学校１５０周年記念「小金わくわく探検隊2022」について 

・10月29日(土)13：00～1600 参加者 小金小4年126名、5年123名、6年114名  

・通常の10,000円の寄付に加えて青少年奉仕より創立150周年分として30,000円を追加 

 寄付                                             次ページへ続く 


