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〈参考資料〉

青少年育成に貢献し続ける松戸RC
過去よりの経緯
①

当クラブは昭和32年4月21日、松戸市立中部
小学校において認証状伝達式・チャーターナ
イトが盛大に行われた。その設立の記念事業
として奨学金を手渡したという記録が残って
いる。

②

その後、米山財団の奨学金をベトナムからの
留学生にお渡ししていたが、べトナム戦争終
結によりベトナムが共産圏になってしまった
ということで、突然、財団からの交付が停止
されてしまった。愛情深い会員たちが呼びか
けをして寄付を募り、留学生の支援を継続し
た。

③

それがきっかけとなり、今から遡ること20年
、屋亮平バストガバ
前、当時の会長であった土
ナーが、創立30周年記念事業として「松戸
RC奨学基金」を設立させた。当時の会員が
一丸となって目標額１千万円の積み立てを短
期間に達成させ、以来、松戸市内の高等学校
に在籍し、経済的理由などにより就学するこ
とが困難であり、品行方正で向学心に燃える
青少年を対象に奨学金をお渡している。延べ
では130名あまりの実績がある。

④

平成７年には国際ロータリー第2790地区内17
番目のクラブとして、聖徳大学附属高等学校
インターアクトクラブを発足させており、現
時点では地区内では最大の会員数を誇ってい
る。本年は立派に年次大会を開催した。

⑤

創立50周年記念事業として、全国大会で優勝
する実力を持つ松戸市内の中学校、松戸市立
第四中学校、松戸市立和名ヶ谷中学校の吹奏
楽部によるコンサートを開催し、両校の『よ
り上をめざす活動』に敬意をはらい、松戸市
の教育委員会を通じ、100万円ずつの指定寄
付をした。
昨年、青少年交換留学生として一年間、日本
より阿部桃子さんを送り出し、米国よりジュ
リー・ウェグナーさんを受入れお世話した。

松戸RC奨学基金
土、屋会員→会長（昭和60〜61
年）の時、創立30周年記念事
業として、委員長加藤栄八郎
会員（故）にて、特別委員会
を発足、基金設立し目標金額
を1,000万円とし、松戸市内
の高校生に対して月額15,000
円の援助を行う。当時の会員数55名。今日までの
実績、130名。
◆政権交代。自民党→民主党。
子供への助成金初年度 13,000円
次年度 26,000円
高校の授業料→無料
◆RC奨学金の給付の見直し。
助成金額。
人選内容。
その他による基金要項の変更。
新事業の設立。
◆クラブ委員会。
小泉、伊原、加藤、島村、森田、本年度会長、
幹事。
創立50周年記念事業として全国大会で優勝した
実力を持つ、松戸市立第四中学校と和名ヶ谷中
学校吹奏楽部に対して指定寄付。
松戸市立松戸高等学校に対して音楽に的を絞っ
て支援していきたい。
（次年度会長の話）
◆音楽支援趣意書
松戸市立松戸高等学校に対して支援する。
毎年、100万円。10年間で総額１,000万円。
音楽支援基金を新設する。
寄付の増額 半期 10,000円。

⑥

◆現在の奨学制度は継続。
現金等での給付はしない。
◆新事業の問題点。
支援高校の決定方法。
支援金額について、その期間について事業の見
直しはいつするのか。
RC会員の意見は。
理事会→総会。

その他、⑦ 米山奨学生の受入れ、⑧ R財団奨
学生の手続き、⑨ 新世代のための委員会でのラ
イラヘの参加、 ⑩ 姉妹締結した台湾天和RC
との青少年交流の将来像の模索など…、創立時に
チャーターメンバーが志した「未来を担う青少年
たちへの支援と育成」は、松戸RCの『伝統』と
して受け継がれている。

− ２ −

禁じております。創業主のように自己の才覚を十
分に生かすことが出来たことが今に続くわけです
が、二代目以降は守勢を重んじ世間の大きな荒波
を実体験した親がいたことが、店の歴史をつなぐ
ことのできた一つかもしれません。
店は大きくはなりませんが、おかげさまをもち
まして只今でも細々と永い商いを続けておりま
皆さん、こんにちは。去る5月22日柏ロータリ

す。100％和服の時代から、明治の洋風化、大正

ークラブ創立50周年記念式典に松戸クラブより、
土、屋パストガバナー、織田幹事、伊原会長エレク

ロマン時代、昭和恐慌時代、さきの戦争時代、今

ト4名が出席し式典においてスポンサークラブと

のおかげで、又地域の皆様のおかげで商いを続け

しての祝辞を述べてまいりました。

させていただいております。

のデフレ時代、色々な時代を其々実体験した先祖

さて私の年度もあと１ヶ月少々を残すのみとな

信用を築くには永い年月がかかりますが、信用

りました。今までの会長挨拶では、皆さんご存知

をなくすのはほんの一瞬であることを旨とし、頑

の新聞紙上のお話等は極力さけ、ロータリーのそ

張りたいと思います。

れぞれの月間方針に関連したお話を主にしてまい
りましたが、この辺でロータリーに関する話は伊
原エレクトにお任せしたいと思います。そこでこ
こ５年から10年の新入会員も大勢おりますので私
の店や松戸宿等の話をしたいと思います。
先ず私の家業の葛西屋呉服店は創業170年にな
ります。1839年天保10年【幕末】隣の金町にあり
ます、お祭りの「葛西ばやし」で有名な葛西神社
の門前にあります。中山清三の次男三蔵が、松戸

１．クラブ内、会議・連絡事項等の案内

の宿で商売を始めました。この実家は今でも常磐

①

先週20日に行われた第12分区５クラブ対抗ゴ

線の脇に在ります。爾来松戸で商い続けて170年

ルフでありますが、各選手、健闘むなしく第３

になりました。私で六代目の店主となります。

位に終わりました。優勝は昨年に引き続き東ク
ラブ、第２位は開催主管クラブの中央クラブで

ありがたいことに長寿の家系に恵まれ、初代の

した。

女将さんは天保以前に生まれ明治36年没ですので
天保の改革から明治維新、日露戦争までの時代を
見ております。二代目は幕末に生まれ、大正4年

②

まで明治時代の出来事は全て見、三代目は文久の

22日

柏、三井ガーデンホテルにおいて柏

生まれで昭和10年まで、それこそ松方デフレから、

RCの50周年記念式典が執り行われました。
式典には土、屋パストガバナー、中山会長、伊

昭和恐慌を経験しております。四代目祖父86歳祖

原エレクト、そして私の４名で参加し、中山会

母96歳、二人とも長寿でしたが、息子二人を戦争

長がスポンサークラブ会長として祝辞を述べ、

で失いました。五代目は88歳、長寿のDNAに恵

併せて柏クラブ様より記念品を頂戴いたしまし

まれました。

た。

これは何を意味するかと申しますと、経験豊か
な親がたえず子供の商売のやり方に目を配ること

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

が出来、地域のお客様を裏切るような商売を固く

①

− ３ −

第2790地区ガバナー事務所より、さる４月25

日〜30日にシカゴ、マリオットホテルにおいて
国際ロータリー2010規定審議会が開催され採択
された決議案、制定案等の内容が送って参りま
した。Ａ４、５ページほどの書類でございます
が事務局の方に保管しておりますので時間のあ
る方はご覧ください。
３．他クラブ会報・その他
誕生祝

特にございません
４

冨田会員

山田
（達）
会員

例会変更の連絡
◇松戸西RC
６月９日

の例会は創立25周年記念式典の為

移動例会に変更
森田
（雅）
会員

湯本会員

登録開始

14：30

開

会

15：00

場

所

聖徳大学10号館12F

会員50名

義務会員40名

免除会員10名

〜17日

出席42名

義務会員34名

免除会員 8名

仮欠 8名

義務会員 6名

免除会員 2名

６月16日

の例会は親睦旅行の為移

動例会に変更
点鐘

18：30

場所

山海館（北茨城）

６月30日

の例会は定款第６条第１節により

休会

常盤

映彦君

島村

善行君

松葉

則明君

竹内

博君

奥村

祐二君

田原

晨暁君

湯本
土、屋

高之君

千葉若潮RC

５月20日

亮平君

豊田三好RC

５月23日

◇松戸北RC
６月15日

の例会は家族移動例会に変更

点鐘

18：30

場所

ナプシャル日本閣

南柏
本日出席率

87.50％

５．その他報告
特にございません
渡辺

剛様

大川原常雄様

松戸東RC
市川RC

【ニコニコBOX】当日￥ 10,000 累計￥1,245,430
【財

団BOX】当日￥

冨田善治君／

54才

3,778 累計￥ 123,096

の誕生日祝いをいただきま

して、有難うございます。本人はリタイアしたい
のですが家族が許してくれませんので、もうしば
らく頑張りたいと思います。
文責／待山
− ４ −

