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社会奉仕基金 3,107円 《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 

 

＜本日のニコニコ発表：井桁裕之会員＞ 
 

 森谷充伯会員   
    

  今年の野村AGによるテーマである職業奉仕の実践をご報告いたします！ 

  突然、会社の電話が鳴り、工事の依頼がありました。電話の向こう側は前橋 

  のロータリアンでした。 

  当然、職業奉仕の実践を致しました。 

  先輩の浅野会員は仕事で良いことがあると常にニコニコをしていた事を思い 

  出し、それに学び私もニコニコ致します。「KNOW HOW」ではなく誰かが知っ 

  ている「KOW WHO」が RCにおける職業奉仕と感じました。 

国際ロータリー第2790地区 

2018-19年度 ガバナー 橋岡久太郎(佐倉中央ＲＣ)  

 

2018年11月 ガバナーメッセージ 「ポリオ撲滅へのカウントダウン」 

 

 

  
 10月27～28日に行いました地区大会には多くの皆樣にご参加頂き、ありがとうございました。約2,000名の

ロータリアンとロータリーファミリーの方々と集う2日間は見事にして素晴らしいものでした。 

 

 さて、今月は「ロータリー財団月間」です。ロータリー財団の歴史は1917年のアトランタ年次大会の会場で、当

時のアーチ・C・クランフ会長が「世界でよいことをするための基金を作るのが、極めて適切だと思われます」と提

案したことから始まります。基金への初めての寄付はカンザスシティロータリークラブからの26.5ドルでした。約10

年後の1928年には「ロータリー財団」と正式に命名され、100年の間に教育の支援や持続可能な成果を生み出

すプロジェクトにこれまでに約30億ドルの資金を提供してきました。資金の90%以上が奉仕プロジェクトに直接活

かされており、チャリティナビゲーターによって慈善団体への最高評価である4つ星を与えられております。 

 このような素晴らしいロータリー財団の活動の中で、私が今年度特に皆樣方にお願い申し上げたいのは「ポリオ

プラス・プログラム」へのお力添えです。 

  

 1985年にポリオプラス・プログラムを開始した当時は、全世界で毎年125ヶ国35万件以上の発症が確認され

ていましたが、この33年間で世界中のロータリアンとメリンダ・ゲイツ財団等のポリオプラス・パートナー団体からの

寄付金約18億ドルで、25億人以上の子供に予防接種を行ってまいりました。その効果でポリオの症例は99.9％

以上減少し、1988年に35万件だった症例数は、今年の９月には何と17件になりました。 

  

 2018年１月のサンディエゴでの国際協議会の時に、担当責任者から今年度には「ポリオ発症０宣言」が出せる

かもしれないとの報告がありました。発症０が３年継続すると「撲滅宣言」になります。本当にあと1歩の所まで来

ているのです。公衆衛生の投資の中でも、「予防接種」の費用効果は非常に大きいのです。世界からポリオがな

くなれば、医療費が2035年までに最高で500億ドル削減されるという費用効果があります。そして何より体の自

由を奪うこの病気によって子どもがマヒに侵されることは二度とありません。 

  

 ポリオ撲滅のために出来ることはたくさんあります。まずは、「ポリオプラス」への寄付。そして、「ロータリーカード」

の活用。ロータリーカードはご利用金額の0.3％がカード会社よりロータリー財団に送金されポリオ撲滅に役立てら

れます。そして貯まったポイントは財団に寄付も出来るのです。一番大切なのはポリオの現状について知り、皆で

情報を共有し、発信していくことです。 

 それが、共感を得てますます大きな力になっていくと思います。 

 お一人ひとりが行動し、歴史的な瞬間を心一つにして迎えようではありませんか。 

 

 

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 

 「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 

 

第2228回 例会 2018年11月21日(水) 

第2229回 例会 2018年11月28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     バリー・ラシン  

■第2790地区ガバナー       橋岡久太郎 

■第13Ｇ アシスタントガバナー   野村 充  

■松戸北ロータリークラブ会長  髙橋 一彦 

■松戸北ロータリークラブ幹事   小澤 直之 

2018-2019年度   
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＜第2228回 例会プログラム＞ 
             

          12:30   点鐘                                髙橋一彦会長  

                ロータリーソング斉唱  【♪我等の生業】  

          12:35   会食  

                    13:00   会長挨拶                                    髙橋一彦会長  

                               幹事報告                                              小澤直之幹事                   

          13:10   卓話 「地区ロータリー財団委員長」        織田信幸 様                     

          13:25   社会奉仕基金発表        社会奉仕委員会      大塚精一委員長           

                         本日のニコニコ発表                                   井桁裕之委員 

                    13:30   点鐘                                                     髙橋一彦会長  

 

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞ 

               

 皆様こんにちは。 

本日は今年度の地区ロータリー財団統括委員会において、「ロータリー平和

フェローシップ委員会」委員長をお勤めの織田信幸さまにお越し頂いておりま

す。ようこそお越しくださいました。後程、限られた時間とはなりますが織田さ

まにはお話しを頂戴する事になっております。織田さまには宜しくお願い申し

上げたいと存じます。 

 

さて今期研修リーダーよりご提案がございました他クラブへのメイキャップとして先週の木曜から3日間

に渡り、参加希望者7名にて沖縄地区に伺い、国際ロータリー第2580地区「那覇東ロータリークラブ」に

訪問をさせて頂きました。 

 私も、伺う前に再確認をさせて頂きましたが2580地区は

ロータリー分布図では第2ゾーンに属しており、東京59クラ

ブ、沖縄11クラブにて構成されているそうでございます。 

今回も東京練馬西ロータリークラブより地区役員2名の方が

地区大会の広報に訪問されており、例会時もテーブルに同

席をさせて頂きお話しをさせて頂きました。 

 

 印象深いのは、東京・沖縄との地域より地区役員にお立ち

になると年数回に渡り、双方の地域にお伺いをしなければな

らないのが大変との事をお聞きしました。因みに、地区役員

のお２人はR米山関連における石垣島への滞在後に那覇市に入られたと伺いました。2580地区におけ

る、ロータリーへの愛情と熱意が感じ取れる内容でございます。 

 

 那覇東ロータリークラブさまですが、歴史ある沖縄において昭和41年創立であり、会員数33名、53年

目を迎えられるそうでございます。当日は沖縄と言う土地柄からでしょうか、大変に陽気な雰囲気のク

ラブ会員方々に迎えられ、今年度会長、渡慶次薫さまのクラブ活動へのアイデアが随所に取り込まれ

た例会に参加させて頂きました。終始明るい雰囲気のなか、ロータリーメンバーとして時間を共有する

楽しさを頂戴した例会であったと感じており、大変に素晴らしく活発なクラブであるなと感想を持ちまし

た。 

那覇東ロータリークラブ皆様には心より感謝申し上げます。 
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＜那覇東RCメーキャップを終えて：長島正巳研修リーダー＞ 
 

 

  

 本年度の研修計画の沖縄県内クラブメイキャップを実施することが出来まし

た。まずは、髙橋会長・小澤幹事をはじめ参加頂いた会員の方々に感謝いたし

ます。 
  

 今回は、沖縄・那覇東クラブに11月15日に伺い多くの事を学んだ気がしま

す。若い会員に於かれましては、メイキャップそのものが初めての方も多く、他ク

ラブとの違いを知り、今後の自クラブの活動に役立てていただければと思いま

す。 

  
 

 メイキャップは、貴重な経験に成ることは、皆様も十分ご理解頂けることと思いますが、なかなかメイ

キャップのチャンスが無いと思います。 

もし、ご旅行等で地方に行かれる際は各地のロータリーを訪れてみては如何でしょうか。 

 

 ２月にも北海道のクラブを訪れる計画は有りますが、参加をご希望の会員に於かれましては、12月初

旬までにお申し出頂ければと思います。 

時期は札幌の雪まつりが終わった次の週あたりを考えております。 

 

 今回の沖縄・那覇東ロータリークラブへのメイキャップは有意義なもので有った事をご報告申し上げま

す。 

 

＜那覇東ロータリークラブ概要＞ 
 

 

創立 1966年1月8日 

R.I.加盟承認 1966年4月28日 

スポンサークラブ 那覇ロータリークラブ 

チャーターメンバー 24名(現在１名) 

認証時のガバナー 安里源秀 

特別代表 高嶺朝光 

例会日時 毎週木曜日  

       12：30～13：30 

ホテルロイヤルオリオン（2階 旭の間） 
電話 （098）866-5533 

 
 

 
那覇東ロータリークラブは昭和41年に創立され今年で53年目に入ります。 

 
平成30年7月1日現在33名の会員で活動しております。 

■ロータリー財団月間(The Rotary Foundation Month)■ 

 RI理事会と管理委員会は、毎年11月を「ロータリー財団月間」に指定することに同意した。この月間

中、クラブは少なくとも1回の例会プログラムを、財団に関する内容とすることが求められている。 
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＜那覇東RCメーキャップのご報告：沖昌彦会員＞ 
 

 

１１月の１５日に沖縄の那覇東クラブにメーキャップに行きました。 

那覇東クラブは１９６６年創立ということですので、松戸北クラブより７年先輩の

クラブであります。  
 

 さて、例会に参加させていただくと、クラブの会員がみな同じジャケットをきて

例会に参加するとか、食事をとりながら１時間例会をするとか、ロータリーソング

が違うといったことがいくつかありました。 
 

 また、那覇東クラブでは米山記念奨学生のお世話クラブをしているということ

で、奨学生の方の卓話も生で聞くことができるなど、松戸北クラブの例会との違

いを大変興味深く感じました。   
 

 当日東京からもお客様が来ており、沖縄は２５８０地区で、東京の地区に所属していることを知りまし

た。東京と沖縄ではかなり距離がありますので、なぜ東京の地区なのかと疑問に思い調べてみますと、

日本におけるロータリーの地区は、戦後に国際ロータリーに復帰してからも何回か地区分割が実施され

ており、東京都全域を含む地区は当初第６０地区として国際ロータリーに復帰しました。その後に第３５

５地区、第３５８地区と地区番号が変わったようです。 
 

 第３５８地区となった１９６６年は日本全国が１１地区に整備された年で、第３５８地区は東京都のほか

に千葉、埼玉、沖縄の３県が含まれていました。 

沖縄にロータリークラブができたのは日本へ復帰する以前のことで、飛行機による交通の便や経済効果

等の理由から、地理的には離れているが第３５８地区への帰属が決まったという経緯があるようです。 

  

 メーキャップも那覇も初めてでしたが、那覇東クラブの会長をはじめとして会員の皆様にあたたかく迎

えていただき、とても楽しく、有意義な研修でありました 。 

 

＜那覇東RCメーキャップのご報告：大川高明会員（代読：柳会員）＞ 
 
 「メイキャッツプに参加して良かった点」 

  沖縄の人のイメージ通り明るくて楽しい例会でした。 

  気遣いをして頂いた。遠くからのメイキャップということで当クラブ及び松戸のことを調べて頂いていて   

  話題作りとして会話が盛り上がった。 

  お客様が来たということで会員多くがおそろいのブレザーを着て歓迎して頂いた。 
 

 「悪かった点」 

  7人の参加でしたが参加人数がもう少し多いとよかった。 
 

 「自クラブとの違いを感じた所」 

  1. 例会時間1時間を有効に活用していた。 

    ※食事の時間もプログラムを進行し多くの議題があった。 

  2. 「4つのテスト」と「それでこそロータリー」を斉唱していた。 

  

 「自クラブの誇れる点」 

  若手会員が当クラブのほうが多い。 
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第2790地区 ロータリー財団統括委員会 

ロータリー平和フェローシップ委員長 織田信幸 様 
 

 
 財団月間に伴い2790地区ロータリー

平和フェローシップ委員長の織田信幸

委員長をお招きし「ロータリー財団の歴

史～活動内容について」ご講演いただ

きました。 

 

 

委員長就任にあたって   

 毎年8 月になると海外より10 名のロータリー平和フェロー（奨学生）が東京、三鷹市にある国際基督

教大学（ICU）へやってまいります。彼らはこの大学でロータリーが進める平和センタープログラムによって

世界平和の構築・紛争防止/ 解決分野における修士号取得を目指し約2 年間にわたり勉学に励みま

す。現在、ICU には昨年来日し２年目になるフェロー9名と今年度のフェロー10 名を合わせた19 名が

在籍しています。平均年齢は34.2 才で最年少が20 歳、最年長が59 歳と幅広く出身国もスリランカ、

インド、ポルトガル、ブラジル、ガンビア、南スーダン、イタリア、オーストラリア、アメリカと様々です。 
  

 フェローたちはクラブ或いは地区の申請と推薦を経て毎年10 月に500 名に上る応募者の中からイリ

ノイ州エバンストンにあるRI 本部で世界競争性の下、選考されます。世界から選ばれた最高100 名の

フェロー（奨学生）は平和研究で評価の高い6 か国7 大学に設置された「平和および紛争解決の分野

における国際問題研究のためのロータリー平和センター（略してR 平和センター）」のいずれかで修士課

程または専門能力開発修了プログラムに参加します。 

 このプログラムはRI が最優先課題として掲げるポリオ撲滅に次ぐ重要プログラムとされ、いずれポリオ 

撲滅が達成された後はこの平和センタープログラムが最重要項目として取り組んで行くことになると言

われています。 
  

 さて、このプログラムをご存知のロータリアンはどれくらいいらっしゃるでしょうか？ 

 昨年、4 月にロータリー日本事務局が日本ロータリー100 周年を迎えるにあたり行ったアンケート調査

によるプログラムをよく知っている、ある程度知っていると答えたクラブを合わせても2 ２％程度に留まっ

ております。このプログラムが始まってからすでに17 年が経とうとしている今なお、この様に認知度が低

いのが現状です。 2018 － 19 年度第2790 地区HP にこのプログラムにいての解説DVD がアップさ

れております。是非、拝見していただきこのプログラムへのご理解を深めていただきたいと思います。 

（ガバナー月信１１月号より） 

 

社会奉仕基金 2,832円 《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 

 

＜本日のニコニコ発表：井桁裕之会員＞ 
 

 

織田信幸様  日頃よりR財団にご理解ご協力いただきありがとうございます。 

 

野村 充G補  本日はR財団織田委員長には卓話をありがとうございました。 

          今後ともよろしくお願い申し上げます。ニコニコ致します。 
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＜第2229回 例会プログラム＞ 
             

          12:30   点鐘                                髙橋一彦会長  

                ロータリーソング斉唱  【♪我等の生業】  

          12:35   会食  

                    13:00   会長挨拶                                    髙橋一彦会長  

                               幹事報告                                              小澤直之幹事                   

          13:10   那覇東RCメイキャップのご報告                              

          13:25   社会奉仕基金発表        社会奉仕委員会      大塚精一委員長           

                         本日のニコニコ発表                                   井桁裕之委員 

                    13:30   点鐘                                                     髙橋一彦会長  

 

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞ 

               

 皆様こんにちは。 

先週に少し触れたい話しがありましたので本日にお時間を頂く事お許し下さ

い。先週11月21日は「フライドチキンの日」であったようでございます。なぜそ

のように設定されたかと申しますと、皆様もご存知の「ケンタッキー・フライド・

チキン」が1970年（昭和45）年のこの日に、名古屋郊外に日本で初めて第1

号店をオープンしたからだそうです。 
 

会員の皆様もご家族と共に訪れた事があるのではないでしょうか？ 

お店の入り口に白いひげを蓄えた人形が置かれてあるのを皆様もご存知で

あり、それが、創設者の「カーネル・サンダース」であり、ロータリアンである事をご承知の方も多いと存じ

ます。襟の胸元からも、しっかりとロータリーバッジを確認する事ができ、時にはロータリークラブの広告

塔的存在と表現されることもあるそうで、世界的に有名なロータリアンであると言えるでしょう。 

 

本名は「ハーランド・サンダース」、1890年インディアナ州南部の町、ヘンリービルに生まれました。5歳

で父を亡くして、働く母の代わりに料理を作ったそうです。6歳の時にライ麦パンを１人で焼き上げ、あま

りにも見事な出来栄えに周囲の人々から腕前を絶賛されたそうです。あるロータリアンはこの事から彼は

「もてなしをする事の喜び」いわばサービスを心に刻み付けたのではと表していました。 

その後は、農場・市電の車掌・兵隊・鍛冶屋手伝い・機関車の釜焚き・渡し舟の船長など、さまざまな

職業を経験され、１９３０年にケンタッキー州のコービンと言う町でガソリンスタンドを開業したそうです。

そのスタンドにてテーブル１卓、椅子６席のレストランである「サンダース・カフェ」を展開し、そこでのフラ

イドチキンが大評判となり、そこから、現在の世界的チェーン発展に結び付いたそうでございます。 

 

慈善活動としても、孤児院の子供達に毎日アイスクリームを提供したり、障害を持つ子供達への基金つ

くり、病院や医学研究などへの資金提供などをされたそうで、訪日の際は交通遺児との交流を行ったと

の記録もございます。 

因みに、カーネルと言うのは、ケンタッキー州知事より功績が認められ、１９３５年に「陸軍大佐」= カー

ネルの名誉称号を受けて以降に、カーネル・サンダースと呼ばれたそうでございます。 

クリスマスも近づいて参りました。フライドチキンを味わいながら１人のロータリアンの歴史を想像してみる

のも面白いのではないでしょうか。 
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＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 
 

■松戸ロータリークラブ例会変更のお知らせ 

  ２０１８年１２月１９日(水) 家族クリスマス例会 場所：聖徳大学10号館・14F 18:00点鐘     

  ２０１８年１２月２６日(水) 定款第８条第１節により休会  

  ２０１９年1月２日(水) 定款第８条第１節により休会 

 

■次期地区委員の推薦のお願いが届いています。 

 

■１２月のロータリーレートは1ドル＝112円です。 

 

■本日（11/28） 第3回 第13グループ会長幹事会が実施されます。 

 

＜那覇東RCメーキャップのご報告：小澤直之幹事＞ 
 

 

 まず会場入りして皆様と挨拶した際に最初に感じた事は、会長はじめ会員の

皆様が非常に陽気な方が多いクラブだと思いました。 

多少の緊張感はありつつメイキャップに望みましたが、気取る必要もないくらい

の雰囲気だったのですぐに気楽な気持ちで例会に参加出来ました。 
 

 また例会開始してすぐに向かい合いで２列になって、「参加者全員とする握

手」という味わったことのない新鮮な流れも体験出来ました。 

我々がメイキャップに来たという事で、受付の裏で急いでクラブジャケットを羽

織ってる姿なんかは非常にほっこりさせてくれて、会長曰く「普段はジャケットな

んか着ないけど、皆様が来たから慌ててジャケットを着てるんだよ！」なんて

言ってしまう気取らなさも親しみやすい一面でした。 
 

また例会開会前に、突然スクリーンに松戸の映像が流れた時などは、気持ちを持って迎えてくれている

那覇東ＲＣの暖かさをも感じました。 

もし、今後遠方より松戸北クラブへ他クラブが団体でメイキャップに来てくれるような事があったら真似

てみるのも良いかなと思ったりもします。 

 

 先週、高橋会長の挨拶でもあった通り食事をしながら１時間しっかり例会を行うなど、進行もロータリー

ソングも全く異なる例会でしたが、1時間があっという間に過ぎるくらい楽しい例会を味わいました。 

私自身、ロータリーに入って一番良かったと感じる点は、他クラブ含め、人との出会いが多くなった事な

ので、今回の那覇東とのメイキャップの機会自体もそれを感じるありがたい時間でした。 

 

 またこれも先週の会長挨拶に出てきましたが、今年ＲＬＩに参加した際に挨拶させていただいた方がた

またま那覇東ＲＣの在籍でして、たった一度しかお会いしてないのに、しかも研修の際には一言二言し

か会話していない関係でしたが、こういう縁をきっかけに少し深くなれたなという実感もあります。 

 

今回のメイキャップは国内では初めてでしたが、新鮮な感じを受けたと同時に、親睦という言葉を実感し

ました。またメイキャップのきっかけを作って実行してみようと思います。 

 

松戸北RCの先輩方にも是非、メイキャップのガイトをお願いできるとありがたいです。 


