
 

 

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2252回 例会 2019年5月22日(水) 

 第2253回  例会 2019年5月29日(水） 

第13グループ 5クラブ親睦ゴルフコンペ   

■ 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2252回 例会プログラム＞ 
                    

司会 沖  昌彦  

           12:30    点鐘                                                        髙橋一彦  会長 

                   ロータリーソング斉唱   

                      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    地区研修協議会の報告              

                                 社会奉仕基金発表     社会奉仕委員会             大塚精一 委員長 

                                  

                      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4月14日～18日にアメリカのシカゴで開催されました

「2019年規定審議会」について規定審議会地区代表委員であります山

田修平さまより報告書が届いておりましたので、その件につきまして次年

度に向けての会員皆様への連絡とさせて頂きます。 

 

報告書内容のとして「今回2790地区からは、千葉ＲＣと木更津ＲＣから合計3件が提案され、内1件が

採択されました。 

 

また、今回の2019年規定審議会で採択された制定案の内、クラブに関係のある制定案について重要

と思われる改正を報告します。」とございました。 

 

修正済みの次年度クラブ定款もデータとして届いてはおりますが、本日は重要とされる箇所の内容報

告のみとさせて頂き、この後に当クラブ細則への表記に修正が生じるとも予想しておりますので皆様に

は次年度の松戸北クラブ活動計画書において「新クラブ定款」及び「松戸北クラブ細則」として文章の

確認を頂けたらと存じます。 

 

① クラブ会長の任期を改正する件 

クラブ会長に空席が生じた場合、現職の会長が無期限でその役職に留まることを強制されるべきでな

いため、会長の任期を就任日から最大２年間に制限するとの事。 

小規模なクラブでは、このような生じる可能性があるので、救済しようとするもの。 

 

② クラブの年次総会において予算と年次報告の発表を求める件 

クラブの年次総会で役員を選挙するだけでなく、予算の執行状況と昨年度の年次報告を行う事が追

加されました。 

 

③ クラブの名称または所在地域の変更の通告期間を延長する件 

クラブの名称または所在地域の変更は、クラブ定款の中で、唯一クラブで変更できる規定です。クラブ

が変更する際の会員への通知期間が、これを議する例会の10日前から21日前に延長されました。 
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＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 

■例会変更のお知らせ 

 ①松戸ＲＣ 2019年6月12日(水) 移動例会(親睦旅行)熱海 後楽園ホテル 18:00点鐘 

  

 ②松戸東ＲＣ 2019年5月31日(金)「親睦ボーリング大会」常盤平ボーリングセンター 17:30点鐘 

 

 ③松戸西ＲＣ 2019年6月18日(火)  6/14～6/16の「親睦旅行(済州島)」へ変更 

   2019年6月25日(火) 「夜間移動例会」へ変更 場所：松葉鮨  18:30点鐘 

 

  ④松戸西ＲＣ 2019年7月2日(火) より 「天廣堂」へ変更ビジターフィ：従来通り 3,000円 

 

■第38回近隣市町中学校剣道大会 日時：2019年6月8日（土） 8:50開会 松戸運動公園体育館 

 

■ヤング街頭キャンペーン 日時：2019年6月22日（土） 11:00～12:00 

  場所：JR松戸駅 西口及び東口デッキ 

 

現在、クラブは月に最低２回の例会を開けばよいことになっていますので、改正案の通知期間を21日

前に延長すべきとの提案が採択されました。 

 

④ 欠席のメークアップに関する規定を改正する件 

欠席した例会の前後２週間以内というメークアップの期間が、同年度内に変更されました。 

 

⑤ クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃止する件 

旧ロータリークラブ定款第11条第２節と第15条第５節(ｃ)の規定が全文削除されました。 

※職業分類が「クラブの会員構成」に変更。 

この改正により１業種５名の会員という制限がなくなりました。 

ただし、クラブ会員基盤の多様化を推進する手段としてのクラブ会員構成であるとして、「年齢、性別、

および民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すも

のであるべき。」という規定が追加されましたので、特定の業種のみのクラブは理論的に設立できないと

理解できます。 

 

また、別資料よりも2019年１月のＲＩ理事会において「ロータリーの行動規範」が１部改正になった事へ

の報告があり、５つ目として新たに加えられた内容が以下の通りです。 

「ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境を維持することを支援し、ハラス

メントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人への報復が起こらないよう確認する。」 

 

以上、述べさせて頂きました内容を受けましたので、今後の対応としては当クラブでの活動計画書への

展開となります。 

 

2016年規定審議会より、クラブ定款の例外規定をクラブ細則で定めることが出来るようにもなっており

ますので、松戸北クラブ定款及び細則への記載内容についても再確認が必要なのではと感じます。 

 

現在、次年度クラブ活動計画書の製作中と解釈しておりますので、改めて、内容の記述に関しては校

正が必須なのではと思います。 
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地区研修・協議会のご報告① 
次年度ニコニコ・出席・親睦委員会 委員長  長島正巳 
 

第一部：本会議 

本会議では、例年同様次年度RI会長方針および地区運営方針等の発表、本

年度実績クラブ表彰等が行われた。 

また、次年度の地区大会・地区大会記念ゴルフ大会の案内が行われた。 

 

第２部：部会別協議会 

管理運営統括委員会・会員増強・維持拡大委員会・フェローシップ・親睦活

動委員会・広報・公共イメージ向上委員会を一つの部会と位置づけ各委員会の委員長より基本方針

の説明が行われた。 

 

フェローシップ・親睦活動委員会・次期委員長の挨拶は。 

地区ロータリー親睦委員会の役割は、地区内でロータリー親睦活動とロータリークラブとの連絡を促進

し、親睦活動に参加する恩典を広めること。 

 

当地区の親睦活動は、野球リーグ・二輪走友会・女性会員交流会・スリランカクラブ等やこれから開始

する活動が有ります。 

 

委員会としては、まず、今までの経緯を理解し、委員会としての役割を今一度確認してまいります。そし

て諸岡靖彦ガバナーが運営方針として示さている「ロータリーの原点である親睦のあり方を明確に示し

て親睦の、奉仕活動につながる意義を考え、地区内の各フェローシップ活動を推奨し交流の促進、会

員の維持につながること」のお手伝いを出来れば幸いです。との事でした。 

 

参加した感想といたしましては、 

現代社会の伝達のスピードやインフラ等を考えて、わざわざ一同に会して行う協議会とは言えない気が

した。（地区役員等の自己満足に過ぎない。）実に時間の無駄なような気がした。 

それを分かってか？第二部の部会別の協議会の出席の悪さが目立った。 

（松戸５クラブ中４クラブが欠席） 

 

また、広報・公共イメージ向上委員会？私はこの委員会を恥ずかしながら知りませんでした。しかし、行

おうとしている事が、ロータリーとしてそれで良いのか？大きな疑問が産まれました。 

HPの活用・SNSの活用を促進し、ロータリーのブランド価値を高め興味を持ってもらう事が会員増強に繋

がる仲間が増える…確かにロータリー活動を多くの方に知って頂く事は大切ではあるが、なんでもかん

でも血の通わない機械に頼るのでは親睦もへったくれもないような気がする。どのクラブも同じようなHP

を掲載し、活動をSNSで垂れ流す、本当にそれで良いのでしょうか、地元と共に活動を行い奉仕活度に

携わって行くのがロータリーでは？と考えます。 

 

最後に総評された、石井亮太郎パストガバナーの「フェイス・ツウ・フェイスからロータリーは始まるもので

す。」の一言に感銘を受けました。 
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地区研修・協議会のご報告② 
次年度 幹事  柳孝実 
 

4月20日に開催された地区研修・協議会の幹事部会に出席いたしましたのでご

報告させていただきます。 

 

まず全体で地区予算案や幹事業務についての説明があり、そのあと9名ごとのグ

ループに分かれて40分間のグループディスカッションを2回行いました。これが今

回の幹事部会からの新たな試みとのことでした。テーマは決められておらず、各

グループで自由な意見交換ができる場となっておりました。 

 

私の参加したグループではセッション1は各クラブで行っている奉仕活動について情報交換を行い、

セッション2では女性会員の加入状況についての報告と意見交換が行われました。 

 

ここではセッション２の女性会員の加入状況についてご報告させていただきたいと思います。まず人数

は多くないものの多くのクラブでは女性会員が在籍していることをがわかりました。同じグループになった

茂原、銚子、市川南、船橋南、浦安、市原、松戸西、松戸北の各クラブの中で、女性会員がいないの

は松戸西と松戸北だけでその他のクラブでは女性会員が在籍していることに驚きました。茂原は63名

中5名、銚子は40名中3名、市川南は22名中1名、船橋南は14名中1名、浦安は44名中1名、市原

は52名中4名の女性会員が在籍しています。また松戸西においてもはじめての女性会員が1名入会さ

れることが決まっているとのことでした。 

しかし、女性会員のいるクラブにおいても、女性会員がなかなか増えないことは課題となっているようで

す。 

 

また幹事部会の最後の質疑応答の場においても女性会員の現状についての質問があり、千葉ロータ

リークラブの女性会員の現状についての報告がありました。千葉ロータリークラブは元々女性会員を受

け入れてこなかったクラブでしたが、現在では4人の女性会員が在籍しているそうです。最初の女性会

員加入のきっかけは千葉クラブの会員であるNHK局長に、女性局長が赴任してきたことだそうです。そ

の結果受け入れざるを得なくなり、それにあわせ会員が周囲の女性経営者に対する勧誘を始めたとこ

ろ数名の加入があり、現在4名の女性会員が在籍しているそうです。 

 

また幹事部会に出席されていた女性会員の声を直接聞くことができました。 

最も印象的だったのは幹事部会に出席されていた君津ロータリー次年度幹事の武田富士子会員の言

葉でした。今後、女性会員受け入れを検討していくにあたり、大いに参考になりましたので発表させてい

ただきたいと思います。 

それは「そもそもロータリーに加入している女性は女性を売りにしていません。人間を売っているのです。

皆様には女性としてではなく、ロータリアンの仲間として扱ってほしい。」という言葉でした。 

この言葉の後には会場全体が拍手に包まれました。 

 

我々は男性、女性にとらわれ過ぎて、女性会員を特別なものと考えることが、女性会員加入のハードル

あげてしまっていると感じました。そもそも男性会員とは呼ばない時点でロータリーは男社会なのだと思

いますが、今後会員増強を図っていく上では、武田会員のおっしゃられた、女性としてではなく仲間とし

て女性を扱っていくという目線はとても大切なことだと感じました。 
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地区研修・協議会のご報告③ 
次年度会長 大川高明 
 

先月の4/20（土）地区研修協議会に該当委員長及び代理出席頂いた皆さん朝

早くからありがとうございました。終了後のファイヤーサイドミーティングにも多くの

方の参加ありがとうございました。 

 

私は会長部会プログラムに参加いたしました。 

内容は司会・進行：ガバナーノミニー 漆原節子、地区予算について：ガバナー

エレクト 諸岡靖彦、繰越金2800万円含め1億円で1年間地区を運営します。 

研修リーダー挨拶：次期研修リーダー 関口徳雄  

議題：諸岡靖彦 基本的なことの説明がありました。 

・クラブ会長へ 

・ＲＩロータリー賞について 

・ガバナー公式訪問について    

※当クラブの公式訪問は9/4（水）松戸ロータリーと合同例会です。事前ガバナー補佐訪問7/10（水）

にあります。両日ともクラブ協議会があります。 

クラブ運営方針：1-14各グループ二人の会長が発表、多くの会長の運営方針を聞き参考になりまし

た。 

 

終了は予定通りの16：00でした。 

この中で関口次期研修リーダーよりロータリーについて細かくお話し頂きました。 

以前に松戸北に卓話においで頂きましたが機会があれば卓話をお願いしてもう一度お話をお聞きした

いと思います。 

 

 次に各委員会への次期会長としての思いを述べさせていただきます。 

①プログラム委員会 

毎週の例会のプログラム作成については会長・幹事と密に連携し無駄がなく、クラブが元気になる例会

を作っていきたいと思います 

②出席親睦活動・ニコニコ委員会 

12月の家族例会はゲストを呼んで盛り上げたいと思います。6月も元気なクラブに 

なるように企画したいと思います。予算的なこともありますので委員長と相談して 

決めていきたいと思います。ニコニコについては会員の皆様が楽しい出来ことがあれば中ニコ大ニコにこ

だわらずご協力をお願いします。 

③会報・雑誌・広報委員会 

会報については例年通り正確に例会の内容を作成し配付及びＨＰ掲載をお願いします。広報について

はＨＰの見直しとFacebook等のSNSの活用をお願いします。ＳＮＳでは会員同士の連絡にも活用したいと

思います。 

④会員増強・職業分類委員会 

この委員会は次年度の大きな取り組みの一つです。会員全員のご協力をお願いします。 

⑤クラブ奉仕委員会 

上記1-4の委員会の取りまとめをお願いします。 

⑥職業奉仕委員会 

次年度は会社訪問、工場見学等考えております。予算的なこともありますので委員長と相談し決めて

いきたいと思います。                                      （次ページへ続く） 



 

地区研修・協議会のご報告④ 
次年度会員増強委員会 副委員長 大川隆永   
 

４月２０日（土）地区研修・協議会に森谷委員長の代理として参加してきました。 

先程ご報告のあった長島会員、野澤会員と同じ部会でしたので、会員増強に 

ついての次年度諸岡ガバナーの方針等についてのみご報告させて頂きます。 

  

2790地区に対して  

 ①地区の会員数 3,000名（内女性会員300名）  

 ②30名未満のクラブの基盤強化 

 ③３クラブ新設 

 

各クラブに対して 

 ①年度内の会員数の純増１名以上 

 ②女性会員がクラブの１割以上在籍、または若手職業人の増強 

 ③女性や若手職業人を育成して新クラブ結成を目指す。 

 
 

 

ニコニコの発表 沖昌彦委員 
  
野村充ガバナー補佐 

来週のゴルフ大会宜しくお願い致します。 

   本日は沖縄で高校生にお金を貸した新東京病院に居た猪野谷先生が今朝の 

   新聞に載っておりましたので報告を兼ねてニコニコします。 

 

大川隆永会員 

携帯電話を無くしました。髙橋会長、拾って頂きありがとうございました。ニコニコいたします。 
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⑦社会奉仕委員会 

長年続いていた芋掘り、東日本大震災支援に代わる奉仕活動を引き続き皆さんとともに考えていきま

すのでよろしくお願いします。 

⑧国際奉仕委員会 

国際奉仕でも奉仕活動を考えていきたいと思いますのでよろしくお願います。また、松戸市は東京オリ

ンピック・パラリンピックでルーマニアとドミニカ共和国のホストタウンになっています。市と連携して両国の

選手への応援や支援ができればと思います。 

⑨ロータリー財団委員会・米山記念奨学会委員会 

例年通り会員皆様の特別寄付の協力をお願いしてください。 

⑩青少年奉仕委員会 

次年度も2020年2月15日（土）～16日（日）開催されるＲＹＬＡへ参加をお願いします。また、青少年

奉仕でも奉仕活動を考えます。 

 

次年度の大きな目標は新たな奉仕活動を決め実施する。 

会員増強に力を入れる。目標は会員数最低40名とする。 

会員皆さんのご協力よろしくお願い致します。 
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社会奉仕基金4,495円 《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 

 

第１３グループ ５クラブ親睦ゴルフコンペ 【 ５月29（水） ：藤ヶ谷ＣＣ 】 

 

第2253回 移動例会 【 ５月29（水） ： 藤ヶ谷ＣＣコンペルーム 】 
 

本日は13グループ5クラブゴルフ大会のホストクラブとして、藤ヶ谷カントリークラブにおいて移動例会を開催して

おります。事前より準備にご尽力を頂きました野村G補佐、森谷G補佐幹事、そして参加選手を含めた当クラブゴ

ルフ同好会皆様には早朝よりご参加いただきご協力を頂戴している最中ではございます。 
 

また、本日の会場となりました藤ヶ谷カントリークラブのコンペルームをお借りして

の例会時間に、多くの会員様より松戸北クラブメンバーとしての賛同の出席を得

られました事に会長としても大変に嬉しく思い感激しております。 

13グループホストクラブとしての最後の大きな事業ですので、各クラブよりの参加

選手に怪我の無いよう最後までお楽しみ頂き、尚一層の親睦を深めて頂く事を

祈念すると共に、この時期までの松戸北クラブ会員皆様よりのご尽力に感謝申し

上げ、簡単ですが挨拶とさせて頂きます。 


