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＜松戸北ＲＣ美味しい物食べる会＞              担当 中原光男会員 

 

２０２２年１０月２０日（木）１８：００開宴 

場所 『ｓａｒａ（シャーラ） Itarian Osteria』 

料理 おまかせコース 

   前菜２皿 

   魚料理 

   ソルベ（シャーベット お口直し） 

   肉料理（ひれ肉ステーキ） 

   パン、コーヒー付 

飲物 ワイン各種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  当日は１３名の会員が参加されました。 

 

  

 

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2368回 例会 2022年10月26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 1 . 4 ％ 

  「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 

１０月２３日（日） 

成田国際空港にて 

世界ポリオデー 

啓蒙イベント 開催！ 
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＜第2368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】  

     12:52 お客様紹介                     小澤直之会長エレクト 

 

     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 ガバナー補佐挨拶 

          第２７９０地区第１３グループガバナー補佐  高橋竜一様 

 

     13:05 ５大奉仕委員長方針発表            各委員長発表 

                                       

     13:25  【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 

          ■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  

 

 

                             Ｇ補佐より５大奉仕委員長方針発表への総評                        

＜会長挨拶＞                           大川高明会長 

皆さんこんにちは。今日は寒いですね。体調崩さないよ

うに注意して下さい。 

 本日は髙橋ガバナー補佐に来て頂いております例会の中

で5大奉仕委員長より方針発表頂きそれに対する総評と活

動計画書にについて質問が有りますのでよろしくお願い致

します。 

 また、ガバナー公式訪問でガバナーよりクラブ協議会の

内容について提案が来ております。内容はテーマ「元気な

クラブとは？」について討議をしたいとのことです。 

具体的には①クラブ会長「クラブ目標・運営方針・特徴・好ましい点・クラブが抱える

問題点」、②社会奉仕委員長「社会奉仕活動の内容、課題と活性化対策」、③出席親睦委

員長「親睦活動の内容、会員間の相互交流の現状と課題」、④プログラム委員長「楽しく

充実した例会となるための工夫と課題」、⑤会員増強委員長「過去3年間の新入会員数及

び退会会員数、退会理由、会員増強及び減少への対策」の内容です。  

次ページへ続く 

ク ラ ブ 協 議 会 
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＜ポリオ委員会＞                          小椋伸也会員 

  

 いつも大変お世話に

なっております。 

 先日の地区ポリオ

デーには多くの方のご

賛同・ご協力をいただ

きありがとうございま

した。約４００人集ま

りました。 

 地区の方達には松戸

北ＲＣはこんなにたく

さんの方達が来てくれ

てすごいと声をかけて

いただきました。 

 松戸北ＲＣの団結力

を親睦を仲間を感じま

した。  

 

 

 皆様のおかげで地区委員にださせていただいき、とてもいい経験をさせていただいてま

す。これから松戸北ＲＣに地区委員に一生懸命やっていきますのでご指導のほどよろしく

お願い致します。 

 遠いところ参加してくださりありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報表紙は、当日参加者での集合写真です。 
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さらに今年度は、久しぶりにRYLAが実行されるそうです。２０２３年の２月１８日、１

９日の１泊２日の研修ですが、小林会員の会社や千葉興業銀行の若い方に参加をお願い

し、貴重な体験をしつつ、若者に大いに成長して頂きたいと思っています。 

日本は人口減少に加えて、少子高齢化が急速に進んでいます。その中で、次世代のリー

ダーに育つような若者を育成していくことはとても大切なことだと思います。今年も青少

年奉仕を頑張りたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。  

＜ニコニコ発表＞                         小林弘委員長 

 

髙橋竜一ガバナー補佐 

 本日のクラブ協議会宜しくお願い致します。 

 

ポリオ委員 小椋伸也会員 

 先日のポリオデーには、お忙しい中参加して頂きありがとうござ  

 います。ポリオデー大成功ということでニコニコ致します。 

岡本真理子会員 

 夫の誕生日お祝いありがとうございました。とても喜んでました。 

 先日、夫のお祝いをロータリークラブでしていただけるのを忘れていた私ですが、夫の 

 誕生日当日もすっかり忘れてあわてた始末です。 

 来年は誠意をもってい祝おうと思います。 

豊島利治会員 

 結婚記念の花束ありがとうございます。 

 手術の為、二ヶ月ほど休会させて戴きますが、ご容赦ください。 

澁谷剛士会員 

 過日の「美味しいものを食べる会」大変楽しく過ごさせて頂きました。 

 ありがとうございました。 

美味しいものを食べる会 

 先週10月20日（木）美味しいものを食べる会があり、その残金についてニコニコします 

 次回の皆様の参加をお待ちしております。 

ク ラ ブ 協 議 会 

例会終了後、クラブ協議会が 

開催されました。 

会長や各委員長に、高橋竜一ガ

バナー補佐による質疑応答を 

行いました。 
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  私としてはガバナーの意向に沿って上記内容でクラブ協議会を実施したいと思いますが

例年にない内容で有り例年通り5大奉仕委員長の発表とするかこの後のクラブ協議会の中

で会員皆さまのご意見をお聞かせ頂ければと思いますのでよろしくお願い致します。 

 10/20日（木）第1回「おいしい物を食べる会」を流山市鰭ヶ崎の「シャーラ」というイ

タリアンのお店で実施しました。参加された13名の方ありがとうございました。中原会長

おいしいお店を紹介頂きありがとうございました。2回目も実施したいとも思います。今

回参加できなかった会員も次回はぜひ参加お願い致します。 

 10/22日（土）「小金南地区子ども会ハロウィンカーニバル」が盛大に行われました。

当クラブとしても支援金を大塚幹事と一緒に届けに行ってきました。多くの子供たちがい

ろいろと変装し、役員の方々もスーパーマリオ等に変装し子供たちにお菓子をねだられて

いました。子供・親御さんも楽しそうにしていて元気をもらいました。今後は他の子ども

会を含め支援ができないか検討したいと思います。 

 10/23日（日）は世界ポリオデー「啓蒙イベント」が成田国際空

港で実施されました。当クラブから14名の会員に参加頂きありがと

うございました。今年度は小椋会員がポリオ委員会の委員になって

おり早朝より準備、啓蒙イベントの運営等お疲れ様でした。小椋委

員は地区の方達に松戸北RCはこんなにたくさんの方達が来てくれて

すごいと声をかけていただいたそうです。小椋委員自身も松戸北RC

の団結力・親睦の深さ・大事な仲間を感じたそうです。次年度も小

椋委員は引き続きポリオ委員を詰めるそうです。よろしくお願い致

します。  

＜幹事報告＞                          大塚精一幹事 

改めまして、こんにちは。 

吉田さん、菊を飾って頂きありがとうございます、菊の種

類は何ですか。（種類は昴・国華園の苗） 

私も植物が好きで色々育てているのですが今年は、春に咲

く皐月が9月に開花したり、金木犀が2度咲きしたりしていま

す。気温の変動が激しいとか季節が順当に進んでいないのが

原因かもしれません。 

 それでは、幹事報告を申し上げます。 

①10月23日（日）に開催された世界ポリオデーで着用した 

Ｔシャツについて、当クラブでは全員分を用意しており不参加の方には来週から配布さ

せて頂き、費用についても来週から徴収を開始しますのでよろしくお願い致します。  

②新春講演会開催のご案内について 

小倉純夫ガバナーから（研修委員会主催） 

2023年1月14日（土）13：30受付開始 

ＴＫＰガーデンシティ千葉４階コンチェルト  

③2022年10月８．９日実施の地区大会の御礼について 

 小倉純夫ガバナーからご案内 

④浦安ロータリクラブ 

 2022年11月18日（金）12：30点鐘 会費4,000円 

 卓話者 青木昭隆 外務省アジア大洋州局長  

 

以上幹事報告とさせて頂きます。 
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＜ガバナー補佐挨拶＞    ２７９０地区第１３グループガバナー補佐  高橋竜一様 

皆様、こんにちは。 

１０月２３日の成田空港で開催されましたポリオデーの啓蒙イ

ベントには１４名ものご参加を頂きましてありがとうございま

した。 

また、９月の５クラブ合同例会／ロータリー情報研修会にハイ

ブリッド開催により大変ご不便をおかけいたしましたが、ご出

席して頂きました皆様、大変ありがとうございました。  

 そして、９月１４日の栗ケ沢小学校のなかよし学級の児童と

の梨狩りの奉仕活動にお招きいただきましてありがとうございました。子供さんたちの笑

顔が大変印象的でございました。素晴らしい奉仕活動をされていることに敬意を表したい

と思います。  

さて、小倉ガバナーのご都合で公式訪問の日程が１１月１６日（水）に変更になった関

係で、当初の予定より１か月ほど早まりました。本日は３週間後の公式訪問に備えての事

前訪問でございます。 

 前回９月１８日行われました第９回のガバナー補佐会議におきまして、小倉ガバナーか

ら公式訪問時のクラブ協議会は、活動計画書の内容の単なる発表ではなく、各クラブの

「元気なクラブ作りのための具体的な方策」についての討論をされたいとのことでした。  

 本日すでに５大奉仕委員長からの発表のご準備をされていると思いますが、可能であれ

ば公式訪問当日の内容は、委員会の報告に加えて、問題点や議論すべき点を提起されて、

「元気なクラブ作り」のためにどうすればよいかということを付け加えて頂き、さらに参

加者で討論するような形になりますと、ガバナーが望まれるようなクラブ協議会になるの

ではないかと思います。  

ただ、基本的には進め方や内容についてはクラブにお任せいたします。 

本日のクラブ協議会は、私がクラブの状況などを小倉ガバナーに報告をするためのもの

ですので、５大奉仕委員長からのお話しをお聞きしたあと、クラブ活動計画書の内容をご

質問させて頂く形を考えております。 

私は入会以来ずっと松戸東ロータリークラブの活動計画書を毎年取りまとめて編集する

係をしておりますが、他クラブ活動計画書をこのように拝見させて頂くのは初めてでござ

いまして、大変興味があります。興味本位で色々とお聞きしたいと思っております。 

それでは、本日は、よろしくお願いいたします。  

＜５大奉仕委員長方針発表＞            クラブ奉仕委員会 柳孝実委員長 

 今年度クラブ奉仕委員長を務めさせていただいております柳孝実

です。 

 会長・幹事及び傘下の各委員長と緊密な連携を取りながら、会員

が出席したくなる例会や入会候補者が入会したくなる魅力あるクラ

ブ作りに貢献することを目標として活動しております。  

 クラブの目指すべき方向性を共有するため、会長幹事及び傘下の

各委員長との会合を開催したいと思っており、現状まだ開催できて

いませんが、今後開催していきたいと考えております。傘下の各委

員会の活動自体はベテランの会員が委員長を務めていただいていることもあり、順調に

回っていると感じていますが、会報・雑誌・広報委員会に置いては会報作成担当を負担が

一人に偏らないように委員会内で回していただくようにお願い致しました。  

次ページへ進む 
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＜５大奉仕委員長方針発表＞            国際奉仕委員会 関征啓委員長 

                          （代弁 平田洋一副委員長） 

 皆さんこんにちは。本年度国際奉仕委員長を仰せつかりま

した関です。副委員長には平田会員、委員には小澤盛明会員

の三名で運営して参りますので宜しくお願い致します。  

 本年度の目標ですが、 

＜コロナ共存時代の中、今後継続的にできる国際奉仕貢献を

クラブ総意で作るきっかけを作ります。＞ 

とさせて頂きました。  

 

 今現在海外渡航は難しいのが実情であるので、できることからやっていこうと思いこの

目標にしました。  

 

＜活動計画＞と致しましては、 

1・自クラブの先輩方に卓話を依頼し、クラブ内で勉強会を開催する。  

2・他クラブが何をしているか情報収集をします。  

以前は海外に行けたと思いますが、昨今こんな時世ですので何か考えることから始めれば

いいかと思いまして情報を集める所から始めたいと思います。  

委員で集めるよりは皆様のお力をお借りして情報収集した方が確実に情報が集まります。  

ですので一緒に考えて頂きたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。  

＜５大奉仕委員長方針発表＞           青少年奉仕委員会 三村藤明委員長 

 皆様、こんにちは。 

 今年度の青少年奉仕委員長を仰せつかりました三村です。 

副委員長は鈴木悦郎会員、委員は織田証会員の３名が今年度

の構成です。 

 今年度の活動目標は、「青少年が新たな出会いや経験を積

むことによって、更なる成長を遂げられる機会を提供し、次

世代のリーダーの育成を目指す。」ということです。 

 また活動計画としては、  

１、RYLAへの参加者を募り、若手リーダーの育成を目指す。 

２，社会奉仕委員会と連携して、青少年育成および支援の機会を設ける。 

３、松戸市立小金小学校と継続している「わくわく探検隊」の支援を行う。 

４、地域の子ども会の運動会等の賞品提供等の支援を行う。 

の４つを考えております。  

野澤社会奉仕委員長のご報告にもあったとおり、去る９月１４日、社会奉仕委員会への協

賛という形で、栗ヶ沢小学校のなかよし学級の子ども達の梨狩り体験を実行しました。髙

橋ガバナー補佐にも、ご参加頂きました。子ども達の嬉しそうな笑顔が一杯で、先生方に

も大変喜んで頂きました。後日、子ども達や親御さん達からも、温か いお礼のお手紙や

写真を頂いております。いかにもロータリーらしい活動の一つだと実感しましたし、是

非、今後も継続していけると良いと思っています。 

また、１０月２９日の土曜日には、小金小学校の生徒さんたちの「わくわく探検隊」の

支援に行ってきます。これは鈴木会員がずっと継続して参加している事業ですが、地元を

愛するには、まず地元を知らなければなりません。大勢の子ども達と小金の街を探検して

こようと思っています。 

次ページへ続く 
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以下のような目的を掲げた。 

〇目的 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。実現に向けてクラブ理

事会、委員会などで議論を行い、担当教師とも打ち合わせを行った。 

 下見（8/31）を栗ヶ沢小学校先生と共に行い、当日予想される問題点を現地視察によっ

て解消していきました。例えばお手洗いの場所は園内にあることの確認や、車椅子対応に

ついても平坦の為可能ではあるが畑を走行するので、雑巾などの用意が必要なこと、梨は

両手で持って上に持ち上げると採れることなどです。 

〇実績 

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 

○結果 

打ち合わせの甲斐あり、滞りなく終えることができた。 

○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。 

○今回行った奉仕事業を継続事業とするための課題 

・支援内容 お手伝いする内容の改善  

 芋ほりはクラブで芋をつくることが支援事業の一環であり、当日は見守るだけでも問題

はなかった。梨は他の商品を損傷予防するためにも目と手が必要となります。その為梨

狩り体験は児童とクラブ会員が1対1のペアとなりサポートする支援事業です。不足点や

改善すべき点がないか話し合いさらに良いものへとしていきます。 

・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 

・運営方法 （人員配置 連絡スケジュール 雨天時対応 会員用駐車場など） 

・地区補助金申請 

・事業予算 （バス代 なし園代など） 

 

 このように協議することは幾つもあります。それに加え学校の年間スケジュールに組み

込んでいただくには事前に予定や内容をお知らせし大まかな合意を得る必要があります。 

次年度の計画は2月頃に立てるようですので、クラブ内でしっかりと話し合い結論を出し

て、2月までに学校側に提案できるように取り組んで参ります。 

 

○その他事業 引き続き検討していきます。  

   

                                                   WEEKLY  REPORT 

 「元気なクラブ作りのための具体策」については、クラブ外に対する活発な奉仕活動と

クラブ内での活発な親睦活動の両方があってこそ元気なクラブと言えると考えています。 

そして外部講師を招聘して講演会を行うなどイベントを開催することで、入会候補者に例

会に参加していただくきっかけ作りも大切と考えます。 

 せっかく入会してくださった新入会員が孤立しないように、先輩会員が新入会員に声を

かけるという誰にでもできる気遣いや、そこからゴルフ同好会、美味しいものを食べる会

にお誘いしたり、個人的な会食で親睦を深めることも重要です。 

 例会に来るたびに孤独を感じさせてしまっては、退会の原因となってしまいます。その

ようなことがないように新入会員への声掛けをクラブ全体で行っていくことが大切と考え

ます。   

＜５大奉仕委員長方針発表＞            職業奉仕委員会 大川隆永委員長 

＜メンバー＞ 

 委員長  大川隆永 

 副委員長 岡本真理子 

 委員 三村藤明  

 

＜目標＞ 

  ロータリーの目的第２にある様にクラブ会員各自が職業

上の高い倫理基準を保ち、各自の職業をより高潔なものに

するために、以下の活動を行ってまいります。 

 

＜活動計画＞ 

 １．職業奉仕に関する勉強会の開催（地区への卓話依頼、ビデオ学習等） 

   ⇒1月２５日（水）地区の職業奉仕委員による卓話を実施します。 

 

 ２．講師例会の開催（会員増強委員会と共同開催） 

   ⇒会員増強委員会と協議の上、3月８日（水）実施予定。  

＜５大奉仕委員長方針発表＞           社会奉仕委員会 野澤新之助委員長 

本年度活動計画として 

目標   ダイバーシティA.C千葉への支援継続と新規奉仕

活動の実施 

活動計画 昨年行った奉仕事業フォーラムをもとに候補と

なった『クリーン作戦』『いも掘り』の実現に向

けて具体的計画を委員会で行い、それを理事会、

クラブで協議し実現への足掛かりとしていきま

す。と計画書へ記載。 

 

 それを踏まえてまず初めにダイバーシティA.C千葉へ支援を行いました。（令和4年7月

13日練習場にて水筒の寄贈をメンバー分） 

 続いて新規奉仕事業の実施として取り組んだものは、市内小学校なかよし学級の児童へ

の梨狩り体験支援です。 

次ページへ進む 


