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たが、中長期の視点でどのような交流がよいか考
えていくことも必要です。同じ東アジア圏とはい
え民族や国が違うだけでロータリークラブに対す
る考え方や行動基盤が異なるため相互の理解は時
間が掛かると考えますし、最後まで理解できない
こともあると思います。従って、お互いがある程
度相互に気を使って交流していくことと、歴代の
会長が緻密な引継ぎをする必要があると考えま
す。
例年、ロータリー活動に於

国際協力のボランティアとしては、例えペット

いて2月は世界理解月間と位

ボトルのキャップを集めることでも各個人ででき

置付けられています。当クラ

ますし、それを出す先もいくらでもあります。こ

ブに於いては4大委員会の一

のようなボランティアは当クラブに於いては会員

つである国際奉仕委員会を仰

個人の力量で十分にできるはずです。また、小川

せつかっている関係上、本日

会員のようにJC活動の派生として国際貢献を続
けていくことも個人べ−スで行えます。ただし、

の卓話を担当させて頂くこととなりました。
ロータリークラブの組織はゾーンに基づく地区
制であり、国という概念はないわけですが、さり

情報についてはRIや会員相互の情報交換の必要性
を感じます。
現在のロータリープログラムとして、ロータリ

とて世界を基準に鑑みても人種、文化、生活習慣、
経済程度等に於いてまちまちであり、それを確実

ー財団の国際親善奨学金ようにロータリーに関わ

に理解するということはかなり困難なことと言え

る目的での奨学金や米山奨学基金のように日本に

ます。過去のロータリー活動に於いてはポリオ撲

留学してきた人々の援助を目的とした奨学金は、

滅を始めとしてワールドワイドな活動も多々見ら

ほぼ確立されていると考えます。ただ残念なのは

れますがこれはロータリー財団の資金の一部が充

文化、スポーツ等を通じて留学を従っている青少

てられています。一方ロータリー財団の資金はRI

年に寄与する奨学金はありません。当然、奨学金

の運営にも充てられ使い方にかなりの疑問が感じ

の金額も高額になりますし、奨学生の認定も難し

られます。米山奨学基金は、日本に当たる地区が

くなりますがその一部でも奨学生に寄与できるよ

基金を募り日本における留学生の支援を行ってい

うなプログラムも今後検討の価値はあると考えま

ます。これは、歴史を含めてかなり有効な基金と

す。これは、松戸市という枠の中で考えていくこ

言えると考えます。WCSについては当クラブに

とが前提となるのでクラブとしての対応がベスト

於いては割当の資金援助のみで積極的な活動は行

と考えます。青少年を育成し続けるロータリーク

っていません。また、交換留学生は昨年久しぶり

ラブとして一考の価値はあるのではないでしょう

に行われましたが留学生の受け入れの点でかなり

か。
以上、国際理解月間に於いてまとまりませんが

会員個人の積極的な支援が前提となるので毎回と

意見を含めて述べさせてもらいました。所詮自分

いうわけにはいかなそうです。
昨年は、当クラブにとって初めての姉妹クラブ

自身が到底国際的ではないので視野としては非常

締結を行いました。相手は台湾の台北天和ロータ

に稚拙な内容になってしまいましたが役目がらお

リークラブです。本年度においても交流をしまし

話をさせて頂きましたことに感謝いたします。

− ２ −

た経験の人も多いと思います。
最近の若い日本人の中には、いつでも携帯電話
で連絡すれば、それで済むではないかと時間厳守
の約束ごとが、軽視されてきているようです。日
本人も少しルーズさが目立ちはじめ、その場を繕
う癖がつきそうです。それが職業倫理にも波及し
皆さん、今日は。早いものでもう2月第一例会

ないことを望みます。

となりました。今月は世界理解月間です。後ほど
加藤国際奉仕委員長の卓話をお願いいたしており
ます。
過去に日本におきまして、国際ロータリー年次
大会は3度開催されました。1961年（昭和36年）
の東京大会、この大会には松戸ロータリーの会員

１号議案

家族の多くが参加いたしました、設立され4年目

09‐10年度中間決算について逆井会計
より報告がありました。

のことでした。2回目は1978年のやはり東京で開
催され、このころの日本のロータリークラブの拡

２号議案

「ゆめ半島・千葉大会」（第10回全国

大は、世界の目を驚かせました。第3回目が2004

障害者スポーツ大会）ボランティア協

年の大阪大会です。この大会には私も含め多くの

力依頼について

松戸クラブのメンバーが参加しました。登録者が
4万5000人を超え、国際大会の記録を塗り替えま

３号議案

３月度、４月度プログラムについて松

した。そこでのエピソード、その大会の本会議は

田プログラム委員長より説明があり承

1回だけ。参加を分けて2〜3回の開会本会議が行

認

われる近年の国際大会では珍しいケースとなりま
した。文字通り、世界中のロータリアンとロータ

４号議案 松戸RC奨学生について

リー家族が一堂に会したわけです。
この本会議、予定の時刻を過ぎてもなかなか始

５号議案

ハイチ地震義援金について

まらず参加された方の中には、イライラされた方

会員一人当たり1000円以上の募金をお

も多いと思います。しかし、もっとイライラして

願いすることに決定

いたのがホスト組織委員会に所属する地元のロー
タリアンたち。怒りは爆発寸前まで達していたそ

６号議案

今年度「RI賞・表彰」について

うです。ところが、国際ロータリーのスタッフた

会長より説明があり、該当する委員長

ちは、「人数が多いから1時間は遅れると思ったの

に表彰対象があれば報告するよう指示

に、30分だけだったなんて、やっぱり日本は凄い。
時間に正確な国だ」と感心しきっていたとか。こ

７号議案

れも文化の違いなのです。外国旅行でイライラし
− ３ −

クリスマス例会について山田(達)親睦
委員長より決算報告がありました。

■会員誕生日
小倉

純夫君

8日

澤田

正宏君

9日

１．クラブ内、会議等の案内

小串

安正君

16日

①

本日、例会終了後理事会がございます。理事

奥村

祐二君

26日

をはじめ該当する役員の方はご出席のほどお願

常盤

映彦君

29日

いいたします。

②

次回、10日開催の例会に12分区大河平ガバナ

■ご夫人誕生日
森田

ー補佐が来訪されます。

（森田

紀子様

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

松田

特にございません。

３．他クラブ会報・その他

10日

力夫人）
美智様

12日

中山佐代子様

17日

湯本

かよ様

19日

藤田

陽子様

27日

柏西RCより会報が届いております。

４

例会変更の連絡

■結婚記念日

◇市川東RC

島村善行夫妻

11日

2 月23日 は第１分区IMに変更

奥村祐二夫妻

15日

点鐘

14：30

藤田陽一夫妻

15日

場所

市川グランドホテル

澤田正宏夫妻

16日

常盤映彦夫妻

20日

５．その他報告
特にございません。
■入会記念日

− ４ −

小串

安正君

昭和61年 2 月19日（24年）

小倉

純夫君

平成 3 年 2 月 6 日（19年）

小川

一君

平成17年 2 月16日（ 5 年）

下田由起男君

平成19年 2 月28日（ 3 年）

杉浦

章浩君

平成21年 2 月 4 日（ 1 年）

中田智次郎君

平成21年 2 月 4 日（ 1 年）

ポールハリスフェロー
加藤会員

ポールハリスフェロー
大川会員

入会記念祝 小倉会員

入会記念祝 小川会員

入会記念祝 中田会員

結婚記念祝 奥村会員

結婚記念祝 藤田会員

結婚記念祝 澤田会員

結婚記念祝 常盤会員

待山会員

松葉会員

中澤会員

ポールハリスフェロー
織田会員

ポールハリスフェロー
伊原会員

入会記念祝 下田会員

誕生祝 澤田会員

入会記念祝 杉浦
（章）
会員

会員51名

義務会員40名

免除会員11名

出席39名

義務会員34名

免除会員 5名

仮欠12名

義務会員 6名

免除会員 6名

草野

進君

島村

善行君

島村

俊充君

竹内

博君

平松

徹君

田原

晨暁君

誕生祝 小倉会員

土、肥伸一郎君

誕生祝 奥村会員

誕生祝 常盤会員

− ５ −

鎌ケ谷RC

１月28日

本日出席率

86.67％

先々週出席率修正

87.23％→89.36％

下田由起男君／３年目の入会記念ををありがとう
ございます。ところで、来週10日

【ニコニコBOX】当日￥ 98,000 累計￥ 822,200
【財

団BOX】当日￥

3,247 累計￥

11時からベイ

FMに生出演します。「いなかぐらしのすすめ」に

85,401

ついて、お話しします。例会の直前ではあります
が。
森田

力君／妻のバースデーのお祝いありがとう

ございます。

奥村祐二君／本日結婚祝いと誕生日祝いをして頂
き有り難うございました。結婚して紆余曲折あり

小倉純夫君／誕生日のお祝い、併せて入会記念の

ましたが何とか18年もちました。

お祝いをいただき有難うございます。入会させて
いただいて19年、自分では、まだ々若いつもりで

藤田陽一君／結婚記念日、妻の誕生日、合せて大

いますが、名簿順では、いつの間にか上から何番

ニコ。一応妻に感謝。

目になってしまいました。「日暮れて道遠し」の
感を強く感ずる今日この頃です。今後ともよろし

杉浦章浩君／入会一年目のお祝ありがとうござい

くお願い申し上げます。

ます。長いようでとても早い一年でした。これか
らもご指導のほど、よろしくお願いします。

中山政明君／家内の誕生日お祝いありがとうござ
います。花が好きで毎年よろこんでおります。昨

中田智次郎君／おかげ様で、１年たちました。今

今はテレビの同年輩の人を見ては、私より若いだ

後も２年３年とがんばりたいと思います。

の年寄に見えるなど、自己中の世界におります。
澤田正宏君／素敵な誕生日プレゼントありがとう
常盤映彦君／結婚と誕生のお祝い有難うございま

ございます。２月９日生まれは豊かな想像力と鋭

す。大過なく過ごしております。本日節分、年男

い直感力に恵まれた芸術家タイプが多いそうで

の伊原さん達と鬼払いをやっておきます。

す。自分を見つめなおし、過去に生きず前に進ん
で行こうと思います。また、結婚記念品、ありが

加藤

栄君／ポールハリスフェローを頂き心より

御礼申し上げます。

とうございます。正直、すっかり忘れていました。
思い出させて頂きありがとうございます。これで、
夫婦仲良く円満でいられます!!

松田茂一君／家内の誕生祝いありがとうございま
す。毎年くる花を待っています。

小川

文責／木村

一君／入会記念のお祝いと妻への素敵なお

花をありがとうございました。

湯本高之君／家内の誕生祝をありがとうございま
す。本人は認めたがりませんが、還暦をむかえる
ことになりました。

− ６ −

