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2018-2019年度
＜本日のお客様＞
公私ともお忙しい所、当クラ
ブの例会にお越しいただき有
り難うございました。
松戸西ＲＣ

宮野守会長

松戸西ＲＣ
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「四つのテスト」 言行はこれに照らしてから
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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2209回 例会 2018年7月4日(水)

織田証
小林弘
浅野久

■国際ロータリー会長

井桁裕之

■第2790地区ガバナー

《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯

バリー・ラシン

橋岡久太郎
充

■ 例 会 日 - 毎週水曜日12：30より（第1例会18：30）
■ 例 会 場 - 流山市前ヶ崎717「柏日本閣」

■第13Ｇ アシスタントガバナー

野村

■松戸北ロータリークラブ会長

髙橋 一彦

■TEL/FAX- 047-711-5950 / 047-711-5910

■松戸北ロータリークラブ幹事

小澤 直之

■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp

■ 事 務 所 - 松戸市八ヶ崎1-11-13
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＜第２２０９回 例会プログラム＞
18:30 点鐘 高橋一彦会長
国歌並びにロータリーソング斉唱
【♪君が代 ♪奉仕の理想】
18：33 お客様紹介 大川高明会長エレクト
18：35 会食
19：00 例会再開
就任挨拶・理事会報告 高橋一彦会長
就任挨拶・幹事報告 小澤直之幹事
19:05 アシスタントガバナー訪問・挨拶 野村充ＡＧ
19:20 【委員会報告】
■ニコニコ・出席・親睦活動委員会 諸事御祝 渕上啓太委員長
■社会奉仕委員会 本日の社会奉仕基金発表 大塚精一委員長
■ニコニコ・出席・親睦活動委員会 本日のニコニコ発表 寺川忠男副委員長
19:30 点鐘 高橋一彦会長
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☺小菅正彦会委員
髙橋会長・小澤幹事年度スタートですね。１年間の無事と活躍に期待します。
誕生日のお祝いありがとうございます。併せてニコニコします。
☺崎谷延好会員
平田・大川年度無事終了。誠にご苦労様でした。平田会長のスルメの様なカメばカムほど味
がある会長あいさつも聞けなくなり残念です。髙橋一彦会長・小澤直之幹事の船出を祝いに
ニコニコします。
☺渡辺敏弘会員
髙橋・小澤年度の晴れの門出を祝しニコニコします。そして野村アシスタントガバナーに於
かれましては健康に充分留意されて、向こう１年ご指導の程をお願い致します。

＜会長挨拶・報告：高橋一彦会長＞

☺鈴木悦朗会員
平田前会長・大川前幹事１年間充実した例会をありがとうございました。髙橋一彦会長・小
澤直之幹事１年間どうぞよろしくお願い致します。

この度、2018－19年度松戸北ロータリークラブ46代目会長を務め
させて頂きます髙橋一彦でございます。入会10年目という若輩者で
すが、勉強熱心な小澤直之幹事と共に1年間務めさせて頂きますの
で、皆様、宜しくお願い申し上げます。

☺小澤盛明会員
髙橋・小澤年度の船出を祝して！１年間宜しくお願いします。

さて、次年度国際ロータリー・バリーラシン会長は『インスピレー
ション』をテーマに掲げ閃きよりの新展開を推奨し、地区代表・橋岡
久太郎ガバナーも『伝統と未来』を提唱されました事はすでにご承知
の事と存じます。よって、我がクラブとしても温故知新、当クラブの永き良き伝統を温め新
しき事を得る為に『クラブを見詰め直し新発想に繋ごう』とクラブテーマとして挙げさせて
頂きました。

☺齋藤國春会員
髙橋・小澤年度いよいよ始まりましたね。大いに期待しております。

経験豊富な諸先輩方の知識と、若い力の融合こそが我がクラブの発展の源と確信しており
ます。会員相互理解よりの信頼関係こそが原動力に繋がると考えますので会長としてクラブ
内を熟知し、会員皆様にロータリーライフを楽しんで頂けるよう努めさせて頂きます。
ロータリーには『4つのテスト』がございます。
私も最初は職業倫理に置き換える事だけを意識していましたが、素晴らしく奥深いもので
あり、自己の置かれる多くの場面で活用できる内容でございます。当たり前の事ですが、会
長として改めてロータリーの原点を見つめ直し、クラブ内の活動においても『4つのテス
ト』に照らし合わせる事を常に意識して務めて参りたいと考えております。

☺中原光男会員
誕生日のお祝いありがとうございます。やっと喜寿（７７才）となりました。
今後ともよろしくお願いします。

先輩方の築いて来られた我がクラブの素晴らしい基盤をさらに強化し、安定したクラブ活
動および、新たな事業への発想に繋ぐ事が今年度の目的と考えております。
簡単ではございますが、ご理解ご協力へのお願い申し上げ挨拶とさせて頂きます。

≪理事会報告≫
○2018－19年度 年間予定表について
○社会奉仕基金・周年行事積立金・ニコニコ表彰について
○本年度会計について
○ガバナー公式訪問について
○米山梅吉記念館50周年記念への寄付について

☺渕上啓太会員
髙橋・小澤年度のスタートをお祝い申し上げます。
本年度、親睦・ニコニコの委員長を拝命いたしましたご指導宜しくお願い申し上げます。

☺野村充会員
妻の誕生祝有り難うございました。（最愛の娘も受験となります。無事を祈るのみです。）

☺森谷充伯会員
びっくり！結婚記念日でした。
☺織田証会員
誕生日のお祝いありがとうございます。
今年で５９才・・・５０代最後の１年となりました。
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＜幹事報告：小澤直之幹事＞

＜本日のニコニコ発表 寺川忠男副委員長 ＞
☺野村充アシスタントガバナー
今年度２７９０地区第１３グループアシスタントガバナーを
又、補佐幹事を森谷充之会員と務めさせて頂きます。髙橋－
小澤年度、共々宜しくお願い申し上げます。ニコニコしま
す。
☺森谷充伯会員
髙橋・小澤年度のスタートをお祝い申し上げます！！なお、ホストクラブ（野村ＡＧ）ご指
導宜しく申し上げます！！追伸：ホストクラブ時の会長が次期ＡＧに就任するルール作りも
近々に必要と思いますが～ぁ
☺松戸西ＲＣ宮野守会長
髙橋会長１年間一緒にがんばりましょう！

①松戸西ロータリークラブより例会臨時変更のお知らせ
7/17・・・夜間移動例会に変更（場所は天廣堂）
7/31・・・定款第８条第１節により休会
②2790地区会員増強・維持拡大セミナー開催のご案内
開催日時：2018年8月25日（土） 14:00点鐘 ※申し込み締切・・・7/31（火）
③第2790ロータリー財団セミナー開催のご案内
開催日時：2018年9月1日（土） 13:00点鐘

※申し込み締切・・・7/31（火）

④寺嶋ガバナー事務所閉鎖のご案内
2018年6月30日をもちまして寺嶋ガバナー事務所は業務を終了し、閉鎖します
⑤規定審議会会費について
2018年7月クラブ請求書分から一人あたり＄1.5から＄1.0へ減額となりました。
⑥米山記念奨学会より４５周年記念事業での寄付のお礼としてクリスタル盾型の感謝状を頂戴しました。

☺松戸西ＲＣ髙橋繁様
本日はお世話になります。
☺髙橋一彦会長・小澤直之会員
髙橋一彦１０年目・小澤直之３年目まだまだ勉強中の２人ですが諸先輩方よりの教えも大切
にしながら自分たちのスタイルでクラブに恩返しを含め１年間努力させて頂きます。またホ
ストクラブとしても全会員で力を合わせ頑張って参りましょう！
☺平田洋一直前会長・大川高明直前幹事
髙橋・小澤年度スタートおめでとうございます。１年間宜しくお願い致します。
☺浅野久会員
髙橋会長、小澤幹事、野村ＡＧ新年度のご活躍を記念致します。
☺石井新一会員
このところ体調を崩しご心配をお掛けしましたが、お陰様ですっかり良くなりました。髙橋
一彦会長、小澤直之幹事と野村アシスタントガバナーのご活躍を祈ってニコニコします。
☺並木幸雄会員
髙橋・小澤年度の好スタートをお祝いします。
☺吉田俊一会員
髙橋・小澤年度の発展を記念して
☺髙橋清会員
①野村ガバナー補佐、森谷補佐幹事ご苦労様です。１年間宜しくご指導お願い致します。
②髙橋一彦会長・小澤直之幹事年度のスタートお目出とうございます。頑張ってください。
会員の皆さん、宜しくご協力の程お願い致します。（親父会員より）

＜就任挨拶：野村充アシスタントガバナー＞
皆さん こんにちは 第２７９０地区第１３グループアシスタントガバ
ナーの野村充です。この一年、森谷充伯幹事共々一生懸命やさせて頂き
ますのでよろしくお願い申し上げます。所属クラブですので特に自己紹
介は割愛させて頂きます。
昔から「人は言っている事を聞くだけでは解らないが、やっている事を
見れば考えている事は解る」と申します。私も入会２５年にしてこの大役を任ぜられる訳で
すが、一言にいってロータリーとは私にとりましては「感性の練磨と友人発掘の場」と思っ
ております。
駆け引きの無い付き合いの中で自然に仕事をお願したり、されたりの関係になって参りま
す。以上が私のロータリーへの感想です。その様な中、今年度髙橋会長・小澤幹事を中心に
松戸北ＲＣの一員としてやらせて頂きます。

本日は８月１日に迫るガバナー公式訪問の話をさせて頂きます。
第2790地区は現在１４グループに分かれて83のクラブがあります。今年度ガバナー公式訪問
は「歴代ガバナーの言う情報やクラブの議題の共有化に資する為、出来るだけ合同例会にし
て」とのＲＩバリー・ラシン会長の意向を受けて来月8/1松戸クラブとの合同例会となりま
す。
私もアシスタントガバナーの指名を受け昨年８月より月１回のペースで千葉のホテルでの
研修をもってその責務を全うする覚悟を致しました。ＡＧの役割としてはガバナーに対して
各クラブの活動状況・特徴・課題・地区への要望を把握し地区管理に資する情報をガバナー
に提出する事であります。
【次ページに続く】
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【前ページより】

７月の諸事御祝
＜就任挨拶：野村充アシスタントガバナー＞
具体的には2018-2019年度ＲＩバリー・ラシン会長テーマ
「BE THE INSPIRATION」を受けて第2790地区橋岡久太
郎ガバナーの掲げられた「伝統と未来」の地区テーマの実践
を支援する事です。そしてＡＧはグループ内クラブとの直接
の対話を通してその各々のクラブの活性化のお手伝いをする
事につきます。

ニコニコ・出席・親睦活動委員会
発表：渕上啓太委員長

アシスタントガバナーへ委嘱状の伝達

詳細としてはＰＥＴ等の研修の中にもありますように本年1/4バリー・ラシン2018-2019年
度会長テーマ講演の中で参加したガバナー予定者（当時）に地区内の互々ロータリアンの心
の中に変化を生み出す事への意欲を芽吹かせて欲しいと訴え、そしてサン・テグジュペリの
星の王子様の言葉をかりて「もしあなたが船を造りたいのなら、木を集めたり、作業や任務
を割り振るのではなく、広大な海への切望を心に培う事が大切です」と呼びかけました。

会員誕生日

７月１日

髙橋清会員

会員誕生日

７月３日

小菅正彦会員

会員誕生日

７月１７日

中原光男会員

地域ロータリアンお一人お一人がロータリーの魂を呼び起こす事、しいてはその能力と可
能性の心を引き出すことを“BE THE INSPIRATION” ”インスピレーションになろう”
と「ビジョン声明」されました。
私たちの標語「超我の奉仕」からインスピレーションを持って心の奥にある真の自覚を呼
び起こして、人々にインスピレーションを与えて欲しいと訴えられました。
その様な思いを受けて第2790地区橋岡久太郎ガバナーは地区テーマに「伝統と未来」誇りと
連帯感を掲げられました。
それは日本のロータリーが１００年近い歴史を持つ中でロータリーの創生以来の理念を忠
実に守り実践してきた良き伝統を誇りに思い胸を張って継続してゆくべきだと考えたからで
す。
地区運営ビジョン及び行動指針についてはガバナー公式訪問の際に直接お話があると思いま
す。
私は個人的には橋岡ガバナーの地区テーマは平易にロータリーを語り、万人に解り易い素直
に受け入れられるテーマだと思います。
それ以前に読ませて頂いたＲＩパスト会長・田中作次氏の「私の人生とロータリー」や第
２７９０地区圡屋亮平パストガバナーが著した「次世代を担う会員に願いを込めて」又、本
日届きました石井亮太郎パストガバナーの小冊子「卓話集」からロータリーに関して言えば
「出来ない事もやってみるという気持ちが継続されると１つの理想になるのかなぁ」と感じ
ました。

会員誕生日

７月３日

会員誕生日 ７月２２日 齋藤和實会員

何れに致しましても力不足の私ですが森谷充伯幹事に助けられながら、皆様の代表として
一年間活動させて頂きますのでご指導ご鞭撻を承りますようお願い申し上げＡＧ就任の挨拶
とさせて頂きます。

織田証会員

夫人誕生日7月25日野村充会員（敦子様）

会員誕生日
小林弘会員 ７月２８日
夫人誕生日
三村藤明会員（美智子様）７月２３日
小林辰幸会員（美恵様） ７月２５日

宜しくお願い致します。
結婚記念日

7月7日

森谷充伯会員

