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８月一カ月はロータリー活動が出来ず、電話連
絡のみでインターアクト年次大会も参加出来ず、
御迷惑をかけお詫び致します。
つぎにガバナー訪問に際して、CLP問題で混乱
し、心配のお電話頂きましたが、各クラブ独自の
効果的な活動計画が活発に討論され恙無く終りま
した。次の織田年度は83クラブ個別の訪問になる
そうです。
10月に開催されました地区大会には多数の参加
皆様こんにちは。ガバナー

を頂き、中村Ｇが大変感謝をされておりました。

補佐として訪問させて頂くの

私が上半期に一番悩んだのがGSE研究グループ

は昨年10月14日以来、ガバナ

交歓の件でした。以前、当地区が担当したのは

ー公式訪問の前と記憶して居

1994、95Ｒ年度大矢惣一郎ガバナー、河合正行分

ります。お見うけしますと若

区代理の時で実に14年ぶりでした。当時は国際Ｒ

い会員様で、第12分区でも平

財団の源資に潤いがあり、財団活動資金（WF）

均年令が50代と将来のロータ

と地区財団活動資金（DDF）で賄われておりまし
た。今回は地区からの補助金も乏しく、皆様から

リー活動も活性化されるものと存じます。
２月は1992年RI規定審議会で「ロータリー世界

の貴重な浄財を急拠お願いする事になりました。

理解月間」に指定されています。1905年２月23日

第12分区は11月３日が担当で、戸定邸を見学し、

ポール・ハリスら４人がシカゴ市ループ地区ディ

松雲亭では日本文化の茶道を体験して貰い、その

アボーン街にあった、鉱山技師ローアの事務所ユ

際、元ロータリアンの林一一氏に大変お世話にな

ニティビルで、初めての会合が開かれました。そ

りました。
先程も申しあげましたがＲ理解月間ですので少

の日を記念して「世界理解と平和」を呼び掛け、
ロータリーの奉仕活動を強調するようになりまし

しばかり私事をお許し下さい。Ｒ創立100周年記

た。創立当時のシカゴの街は大変荒廃し、商取引

念シカゴ国際大会の際、シカゴ郊外のマウントホ

の際に騙すよりも騙される方が悪いと云う世相で

ープのＰ・ハリスが眠る墓地に詣でて記帳が出来

暗黒化していました。当初ロータリーでも親睦と

ましてロータリアンとして気持を新たにしました。

物質的相互扶助を第１の目的としていましたが、

つぎに四半世紀前になりますが、私がロータリ

ドナルド・カーター、フレデリック・トゥイード、

ーに一時期挫折を感じた際、勇気とロータリー人

アーサーフレデリック・シェルドン、ハーバー

生哲学を教えて下さったのは故佐藤千壽先生でし

ド・テーラーら仲間が増え奉仕理念が強調される

た。一昨年急逝されましたが先生の眠る昌福寺に
も先月土、屋PGのお計らいで墓参出来ました。

ようになりました。

最後になりますが我が中央Ｒクラブにとって悲

歴史ある貴クラブは奉仕プロジェクトに関して
も他の分区に対しお手本となり畏敬の念を抱いて

しい事が起りました。
新しい年を迎えての第１例会、ロータリーをこ

居ります。
さて、ガバナー補佐として上半期を振り返りま

よなく愛しIM実行委員長を率先してお引き受け

すと、６月並木ガバナー補佐年度からの引き継ぎ

下さった大先輩の河合正行会員が新年の挨拶と乾

の新旧会長幹事会、Ｒ新年度７月９日第１回会長

杯をなさいました。しかし何と翌日その河合氏が

幹事会を開催しました。

急逝されました。まさかの訃報でした。一時途方

各クラブへの補佐訪問は私の健康上の問題で７

に暮れましたが、幸にも松戸茂会員がその委員長

月に一方的に実施させて頂きましたが、皆様の温

を務めてくれる事になり、さらに五郎畑厳会員と

かい寛容の精神で迎えて下さり大変嬉しく思いま

実川喜夫会員が副委員長として支えてくれる事に

した。

なりまして原正明補佐幹事ともどもやっと安堵し
− ２ −

18日は森のホール21に是非御参集下さい。

た次第です。
テーマは故河合氏が日頃おっしゃっていた「い

①

ま言うやさしいロータリーとは…」。副題として

国際奉仕部門に相当しますが、２月13日松

「社会奉仕をめぐって」といたしました。IMリー

戸市国際協会MIEA主催の「外国人による日本

ダーは白鳥政孝PGで基調講演もお願いしました。

語スピーチコンテスト」が開催されます。ロー

会長幹事会でもお話しましたが「社会奉仕を考

タリー賞の授与があります。是非参加下さい。

える」と題して各テーブル毎のバズセッション形

②

３月18日財団学友の山崎直子さんがスペー

式で行ないます。

スシャトルで飛び立ちます。チバ少年宇宙団が
結成されました。

近年はIGFのような分区の枠を外した情報研究
会に相当する会合が稀薄になっているのではと思

貴重なお時間を御清聴誠に有難う御座居ました。

います。それを補う良い機会と考えますので２月

思いますが、地区より会員1名当たり100円の要請
がありましたが、わがクラブでは先日の理事会に
おきまして、1会員1000円の義損金をお願いする
ことを決めました。後ほど幹事が寄付ボックスを
まわしますので宜しくお願いいたします。東京ロ
ータリークラブの設立間もないころ、関東大震災
が起きたとき、米国のロータリークラブより日本
皆さん、今日は。本日は12分区ガバナー補佐の

の人みんなが驚くような膨大な金額の寄付金が届

大河平貞郎様、2790地区広報情報委員会委員長の

いたそうです。皆様の協力をお願いし会長のあい

内貴洲平様、松戸東ロータリークラブの渡辺剛様、

さつといたします。

松戸ロータリークラブに出席いただきありがとう
ございます。後ほどご挨拶をいただきます。
さて、皆様も報道等でご存知の通り、日本から
は遠く、大西洋はカリブ海に在りますハイチの大
地震は、死者20万人にも及ぶとも言われ、世界の
震災の被害としては歴史上最大級の大惨事となり
ました。救援に関し全世界の国々が、その救済に
手を差し伸べております。現地では深刻な問題が

１．クラブ内、会議等の案内

持ち上がっております。それはハイチの両親を失

①

来週の例会は18日

、森のホールにて12分区

った子供達の里親になろうと手を上げる人が米国

合同例会として開催されます。依って、17日は

を筆頭として欧州諸国から多く、その対応にハイ

例会がございませんのでお間違え無いようお願

チ政府も苦慮しております。それは子供の人身売

いします。

買につながる危険があることです。事実親がお金
と交換に子供を手放す現実があるそうです。さぞ

②

かし現地では悲惨な状態がまた混乱が続いている

先週開催されました第８回理事会の報告が広
報に掲載してありますのでご覧ください。

ことを思うと心が痛みます。皆さん、日本ロータ
リーの各地区に対し災害援助金の要請が参りまし

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

た。各職場や地域での寄付をお済の方も多いとは
− ３ −

特にございません。

３．他クラブ会報・その他
銚子RCより会報が届いております。
４

例会変更の連絡

草野

進君

柳澤

正敏君

常盤

映彦君

島村

善行君

竹内

博君

田原

晨暁君

中田智次郎君

特にございません。
本日出席率

84.44％

５．その他報告
松戸市もったいない運動推進本部より講演会
の案内が来ております。

渡辺

剛様

松戸東RC

２月13日

内貴

洲平様

千葉西RC

午後２時より 松戸市民会館ホール

テーマ「もったいない ばあさんの お話し会」

【ニコニコBOX】当日￥ 33,230 累計￥ 855,430
【財

団BOX】当日￥

3,910 累計￥

89,311

ナイ キ

、
土
屋亮平君／地区広報内貴委員長、大河平ガバナ
第12分区ガバナー補佐
大河平様

ー補佐をお迎えして。
松田茂一君／早退いたします。
森田雅久君／松戸ロータリークラブ社会奉仕委員
長として委嘱されている「松戸市献血推進協議会」
より今年度の報酬金を頂戴いたしましたので、源
泉徴収税を差し引いた7,230円 全額をニコニコさ

地区広報・情報委員長
内貴様

せていただきます。
橋口和幸君／長い間お休み頂き皆様には大変ご迷
惑おかけいたしました。おかげ様で、体調の方も
大分よくなり体重も５kg程増えました。今後も身
体に気をつけ、ロータリー活動をがんばりたいと

中山会長

思います。どうぞよろしくお願いいたします。

逆井会員

広報委員会

内貴洲平様／千葉国体、千葉大会よ

ろしく。千葉TV、2月24日 21:00、2月26日 6:30、
放映されます。

松本会員

第2790地区第12分区ガバナー補佐

平松会員

オ

コ ヒラサダ オ

大河平貞郎様／お世話になって居ります。本年も
宜しくお願いします。

会員51名

義務会員41名

免除会員10名

出席38名

義務会員34名

免除会員 4名

仮欠13名

義務会員 7名

免除会員 6名
− ４ −

文責／待山

