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ピーカーシステム（製品名：Tigerl）の限定数
量を試験販売開始
■2007年05月
KOI社製スピーカーシステム（製品名：Tiger2）
の限定数量販売開始
■2007年07月
国際的有名メーカーと登録商標「ZEROPOSITION」
のオーディオシステムを共同開発開始

【森下亮三 様

プロフィール】
■2008年03月
株式会社コスモサウンドに社名変更

昭和51年、多摩美術大学・
立体デザイン科卒業。
インテリアデザイン並びに

■2008年07月
KOI社製スピーカーシステム販売終了

音響デザインに従事。以降、
ソニー、BOSE等の音響シス
テムに携わり、メンタルヘル

オ ー デ ィ オ シ ス テ ム （ 製 品 名 ： ZERO ONE

ス向上に音楽・音響を有効活

COMPO）を製造販売開始

用するための啓蒙活動を行っ
■2009年05月

ております。

オーディオシステム（製品名：MUSIC

【株式会社コスモサウンド

沿革】

CONSOLE）を製造販売開始

■1988年04月
ボーズ社製特殊音響機器（製品名：AW−1）
日本では音楽療法がいろいろな場所で活用され

の販売組織構築のコンサルタント業務を目的と

ています。

して設立

例えば、日本酒を造るときに良い音楽を流して
■2000年06月

いるとおいしい日本酒ができます。また、良い音

ボーズ感性工学リサーチ株式会社と特殊音響機

楽を流していると牛のお乳が出やすくなったり、

器（製品名：AW−1・AW−1D・AWM・ⅤIA）

果物は糖度が増します。大成建設では、良い住空

に関するコンサルタント契約締結

間には、良い音楽が必要であるということで、良
い音楽を聞けるための設計を研究しています。休

■2006年06月

みの午前中にクラシック音楽を聞くと疲れがとれ

上記特殊音響機器販売終了に伴いボーズ株式会

やすくなりますし、寝る前の５分間良い音楽を聞

社・ボーズ感性工学リサーチ株式会社両社との

くとスッキリと目覚めることができます。
それでは皆様には良い音、良い音楽を聞いてい

コンサルタント契約終了

ただき、実際に体験していただきます。………
■2006年11月

この様に音楽を楽しんでいただければ心の健康

米国KOI社製スピーカーシステムの日本販売元

を育むことができます。これからも心の健康を維

となり、社名を株式会社KOIマーケティングに

持するためにも音楽を活用していただきたいと思

変更。バークレー音楽学院実験研究室採用のス

います。

− ２ −

違うように思います。
しかしロータリーの思想はひとり一人のロータ
リアンにより受け継がれていくものと思います。

皆さん、今日は。早いもので2010年1月の最終
例会となりました。ロータリー理解推進月間の最
後の例会となりました。ロータリーの友今月号の
ポール・ハリスの1911年1月1日の合理的ロータリ
アズムを読みまして、今さらながら勉強させてい

１．クラブ内、会議等の案内
特にございません。

ただきました。又2009年11月のジョン・ケニーRI
会長の日本のロータリーが、職業奉仕と倫理を重
要視していることに対し、大いなる賛同の意見を

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

述べております。まだお読みでない方は是非読ん

①

れます第12分区合同例会およびインターシティ

でみてください。

ミーティング（IM）開催詳細を置きました。

さて先日はチャーターメンバー23名の簡単な紹

ご覧願います。

介をいたしましたが、その後、まもなく若手とし
て、当クラブの島村会員、斎藤会員、林会員
田原会員

東クラブの湯浅紀男会員

本日、各テーブルの上に来月の18日に開催さ

太

細田会員

３．他クラブ会報・その他
特にございません。

西クラブの細田会員等々のお父さんたちと、椎名
名誉会員が入会してまいりました。細田さんのお
父さんは松戸クラブの幹事を4年間つとめており

４

例会変更の連絡

◇柏RC

ます。東クラブ設立に関しとても活躍をしていた
だいたようです。

2月3日

ここで日本のロータリー設立のころの世相をか

は2月2日

の第10分区IM及び

合同例会に変更

えりみますと、大正9年3月15日に株式商品市場大

点鐘

12：00

暴落、第一次世界大戦の戦後恐慌が始まり、東京

場所

三井ガーデンホテル柏

上野公園で始めてのメーデーが開催され、大杉栄

2 月10日 は 2 月11日 の創立50周年記念事

により日本社会主義同盟が設立され、国際連盟第

業植樹活動に変更

1回総会が開催され、日本ではじめて国勢調査が

場所

松ヶ崎城址跡

実施され、日本の内地の総人口は5596万3053人し

◇松戸北RC

らされました。何か労働者思想の高揚期に、どち

2 月16日

らかと言えば経営者の集まりである、東京ロータ

合同例会に変更

リーの設立がほぼ同時期であることに、なにかの

点鐘

12：30

整合性を感じざるを得ません。

場所

森のホール

は 2 月18日

1949年の日本の国際ロータリーへの復帰加盟
と、日本ロータリー急速な拡大期の昭和32年の松

５．その他報告

戸ロータリークラブ設立の当時の時代背景は全く
− ３ −

特にございません。

の第12分区IM及び

会員51名

義務会員40名

免除会員11名

出席36名

義務会員30名

免除会員 6名

仮欠15名

義務会員10名

免除会員 5名

斎藤

重久君

島村

善行君

松葉

則明君

竹内

博君

田原 晨暁君
土、肥伸一郎君

杉浦

章浩君

小川

松戸東RC

一君

本日出席率

渡辺

申

剛様

東善様

小川

一君

林

希一君

中田智次郎君

１月22日

78.26％

松戸東RC

米山奨学生

【ニコニコBOX】当日￥ 10,000 累計￥ 724,200
【財

団BOX】当日￥

3,250 累計￥

82,154

大川吉美君／１月の十日会で２年ぶりに優勝いた
しました。ありがとうございます。新しいスチー
ルのアイアンが絶好調なので「にぎっている方」
はすきなだけハンデあげますよ。
文責／逆井

− ４ −

