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松戸北ロータリークラブ会報 

 

第2366回 例会 2022年10月12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 . 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 

佐久間音弥会員入会式の様子（右はバッヂ授与） 
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＜第2366回 例会プログラム＞ 

                                                司会    小椋伸也会員 

     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・理事会報告               大川高明会長 

          幹事報告                      大塚精一幹事 

 

     13:00 新会員（佐久間音弥会員）入会式 

     13:08 会員卓話                      小澤直之会長エレクト 

                                      野澤新之助委員長 

     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                 小林弘委員長 

            本日のニコニコ発表 

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

            出席率発表 

     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。過ごしやすい季節になりました。衣替えの時期

でもあり私も昨日衣替しました。少しいらない物の処分もしましたの

で部屋がすっきりしました。 

本日は佐久間音弥さんの入会式、また、宮野会員と平野会員の卓話

がありますのでよろしくお願い致します。 

江戸川下降で見つかったご遺体が行方不明の生徒さんと判明しまし

た。事件・事故両面で捜査を継続しており情報提供も引き続きお願い

しております。残念な結果で有りご家族へお悔やみと南朝芽（さや）

さんのご冥福をお祈り致します。 

10月9日（日）の地区大会参加された方、朝早くから集合いただきありがとうございま

した。3年ぶりの地区大会開催でした。久しぶりに県内1,200名が一同に会し盛況でした。  

プログラムの中で2022年－2025年「地区ビジョンと戦略企画」が採択されました。本日 

皆様にお配りしておりますので確認をお願い致します。当クラブも先般お願いした会員満

足度アンケートをクララ部協議会で再度行い、それに基づき「地区ビジョン」・「行動計

画」の策定をしていきたいと思いますのでご協力お願い致します。  

RI会長代理柳生好春様よりRI会長アドレスとRI現況報告がありました。内容は 今年度RI

会長は「イマジンロータリー」をテーマとして掲げられました。人類はこのかた想像力を

発揮し高度の文化・文明を築き繁栄してきました。 

「ラスコーの洞窟の壁画」、「古代ピラミッド」など美術や歴史的建造物に至るまです

べて人間のイメージによるものであり、まさに「「はじめにイメージありき」でした。  

 

次ページへ続く  《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 3,394円 
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 柳 孝美 会員 Ｓ４７．１０．９生 

１０月は８日が結婚記念日、９日が私の５０歳の誕

生日、２３日が妻の誕生日で記念日だらけの月と

なってますが、我が家では全部まとめて１回のお祝

いで済ませております（笑） 

大きなトラブルもなく無事に１年過ごせたことに感

謝したいと思います。 

お祝いしていただき、ありがとうございました。 

 野澤 新之助 会員 

妻の誕生日のお祝いをいただき、ありがとうござい

ます。 

昨晩ささいなことから紛争となってしまいました。

まだ停戦中です。 

世界平和と我が家の平和を祈念しましてニコニコい

たします。 

 平野 崇広会員 

本日は結婚記念日のお祝いをありがとうございます。 

結婚生活も２３年となりました。 

 渋谷 剛士会員 

Ｓ５１．１０．２２生 

 

誕生日のお祝い 

ありがとうございました。 

 岡本 真理子会員 

夫の誕生日のお祝いありがとうございました。 
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小林弘委員長（ニコニコ発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ続く 

 小林 弘 会員 

家内の誕生日お祝いありがとうございます。 

年齢相応と思いますが、毎日が大変のようですが、

何とか頑張っているようです。 

 小澤 盛明 会員 

結婚のお祝いありがとうございます。 

特に変わりはありません。 

 小林 辰幸 会員 

10月9日は結婚記念日。ドローン事業部の講習会で

外食など行けなかったので、風呂掃除、皿洗いで 

プレゼント代わりとしました（笑） 

ちなみにゴミ出しは毎朝ですが！！ 

 大塚 精一 会員 

妻の誕生日祝いありがとうございます。 

今日がちょうど誕生日となります。 

これからもなるべく、仲良くやっていきたいと 

思います。 

 大川 高明 会員 

妻の誕生日祝いありが

とうございました。 

最近は少し仲良くして

います。 

また、１０月９日の地

区大会が盛況に開催さ

れて良かったです。 
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 ロータリーとて例外ではありません。 

 ポール・ハリスなどの創始者のイメージにより始まり100年の星霜を経て、今日まで拡

大繁栄してきましたが、今私たちにさらなるイメージが求められています。  

 近年、矢継ぎ早に「ミッション声明」、「中核的価値観」、「戦略的優先事項」、

「Diversity（多様性）」・Equity（公正）・Inclusion（参画）」などがRIより私たちに

示されました。そこに通底する価値観は「多様性」、「持続可能性」、「変化」、「ネッ

トワーク」、「行動」などであります。  

 「ロータリーとは何か」、「ロータリーは他の団体とどこが違うのか」、「ロータリー

は必要か」はこれからのロータリーを考えイメージする際の必須項目です。「公共イメー

ジ」を高め「会員増強」を行うためにも重要です。 

 近年のRI会長テーマは表現こそ違いますが、共通して「ロータリーという素晴らしいリ

ソース（資源）を活かし世界・地域社会の課題解決に貢献しよう」というものです。 

 今年度、小倉ガバナーは「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」はRIの主旨にかなう壮大なスローガンです。 

 柳生好春RI会長代理はいろいろなデータをもとにしたお話しで、私自身話しに引き込ま

れました。講演内容の資料が用意されれば皆さんにもお配りしたいと思います。  

＜幹事報告＞                          大塚精一幹事 

 改めまして、こんにちは 。 

 先日10月9日の地区大会でRI会長代理の柳生好春さんの大変興味深

い話がありましたので、参加されなかった方のために報告させて頂き

ます。運の良い人・悪い人と言う話がありました。ある統計によると

運の良い人は気配り、回りの人に配慮ができる人、運の悪い人は自分

よがりで友達のできない人だそうです。気配りができ良い友達がたく

さんいる人は良い情報も入ってくる、なる程と感じました。 

 

 それでは、幹事報告を申し上げます。  

①エンド・ポリオ・ナイト開催のご案内について 

ポリオプラス委員長 松永達人   

10月23日（日）17：00～ オリベートNARITA   

②「東日本大震災希望の風クリスマスオープン例会」のご案内について 

 東京ベイロータリークラブ会長 田居竜吾 

1022年12月8日（木）18：30～21：30 

オリエンタルホテル東京ベイ３F オリエンタルの間  

③第21回黄金イルミネーション協賛のお願い 

小金の街をよくする会  

11月19日（土）～2月14日（火）  

以上幹事報告とさせて頂きます。  

＜地区大会報告＞ 

１０月９日（日）地区大会出席率は６３％でした。 

地区大会打ち上げ会の残金をニコニコいたしました。 
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＜会員卓話＞                           平野崇広会員 

 みなさま、こんにちは。 

 先日はしばらく出席出来無い状況となり、ご心配とご迷惑をおかけし

ました。手術で大動脈の一部と心臓弁を人工のものに置き換えまして、

障害者手帳を持つ身となりなかなか無理の効かない身体にはなりました

が、今の身体との付き合い方を模索していきたいと考えております。 

 私は今は家業の一つであった不動産経営をしておりますが、二十代の

結婚前は元来の旅行好きが高じてなかなか落ち着かず、イギリスに滞在

していた際に現地の日本人向けのガイドの会社に声をかけて貰い、ガイ

ドの仕事をしていた時期があります。その後別の日系の会社からも声をかけられ、２つの

会社を掛け持ちしておりました。 

 イギリスではガイドの資格というものもありまして、その資格が無いとガイドの出来な

い場所もあるのですが、受験するにはまず永住権も必要でしたりなかなかハードルも高

く、私はそこまでは出来なかったのですが、資格が無いなりに色々と動いておりました。 

そちらでの印象に残ったことを話させていただきます。 

 当時は日本人の男性のガイドというものがとても珍しく、私がお世話になった２つの会

社のガイドでは男性は私１人だけでして。他のガイドの夜の繁華街を歩くようなツアーに

研修で付いて行くと、危ないから男性が付いて来ているのかと思った、みたいなことも言

われておりました。 

 その中で飲み屋を歩いて回るツアーがあり、それは予約などは取らず集合場所と集合時

間が定められているだけのものでした。ある日、今の私と同じくらいの年齢の男性のグ

ループのみ参加の日がありまして、挨拶をしましたら開口一番、「ガイドは若い女の子か

と思った」と言われまして。今思えばそう思うのも当然なのですが、当時はちょっとカチ

ンと来てしまい。何を思ったかと言うと、これはもう徹底的にやってやろう、と。普段よ

りも更に愛想を良くし、説明も普段よりお客さんの反応を見つつ丁寧に心がけまして。何

か聞かれたら一を十で返すような、そんなガイドをしてその仕事を終わらせました。 

 そして解散のときも、連れて行って欲しい場所があるとのことで、そこまで案内をしま

して。最後に「あなたが今日のガイドで良かった」と言って貰えたことで、溜飲が下がっ

た思いをしたものです。 

 このことはその後、ガイドを辞めて日本に戻りましても何かと頭に浮かびまして、動け

ることは動けば事態は好転する可能性があると思えるようになったかと思います。 

最初にお話ししたような身体ですのでなかなか思う通りにはいきませんが、それでも動け

ることは最大限動こうかと思っております。 

 ロータリークラブの活動にも貢献できれば幸いに思いますので、これからもどうぞよろ

しくお願いいたします。  

＜会員卓話＞                           宮野嗣英会員 

 私は昭和57年7月21年生まれの40歳です。父もロータリーに入っており

ます。 

 私は千葉日本大学第一高等学校(先輩には当ロータリークラブの小林辰

幸先輩が居ます。)高校から駒沢大学に進みゴルフ部に進みましたがコー

チと折り合いが悪く1年で大学を辞めました。 

 プロを目指しアメリカ オーランドにゴルフ留学をしようとしました

が2001年9月11日のアメリカ同時多発テロでアメリカ留学を断念し日本で

研修生をしようと考えてましたが縁があってオーストラリアゴールド

コーストに行くことになりました。                 次ページへ進む 
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＜諸事御祝＆本日のニコニコ発表＞                平田洋一委員長 

                                （諸事御祝） 
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 当時の私はＡＢＣもろくに言えない英語力で渡豪しましたので言葉がしゃべれない事と

ホームステイ先の日本では考えられない慣習、食事に嫌気がさしホームシックで日本に帰

りたいと思いました。親のありがたみが良くわかりました。 

 しかし帰っては駄目だなと日常会話ができるようになり他の国の友達ができるようにな

りました。 

 私が最初に所属したのは松下電器のグループ会社の松下興産が持ってたロイヤルパイン

ズでした。そこには当時飛ぶ鳥を落とす東北福祉大が合宿をしており大学では敵なしでア

マチュアでプロのトーナメントでもかつ宮里優作が来ており彼の練習の球すじ正確無比の

ショットを観てプロになる事を諦めました。今でも思い出すと凄い人だったと思います。 

 そこから振興産業から韓国の会社に変わったホープアイランドに移り日本人マネー

ジャー兼ジュニアゴルファーの育成のヘルプをしながらオーストラリアで生活してまし

た。 

 ゴールドコーストでは5から6校ぐらいゴルフアカデミーがありましたが8割ぐらいギャ

ンブルやマリファナや遊びに狂いゴルフをやらないアカデミー生が沢山当時居ました。私

も流されそうになりましたが当時のコーチ、友達が運良くゴルフに真面目で食い止めてく

れました。 

 親は朝から晩まで仕事をしてお金を稼ぎ2年半も好きなゴルフをさせてくれたことに感

謝してます。 

 この感謝の心がロータリーの奉仕の心に通じると思ってます。 

 最後に来年メルボルンで世界大会がありますのでロータリーのメンバーと行きたいです

ね。 

 最後までご清聴ありがとうございます。 

 石井 新一 会員 

本日、結婚記念日のお祝いをし

ていただき、ありがとうござい

ます。 

これかも皆さんの手をお借りし

て二人何とか生きていきます。 

 中原 光男 会員 

家内の誕生日お祝いありがとうございます。 

少し心配をして少し楽をすること、これが健康

の秘訣です。 

今後ともよろしくお願いいたします。 


