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に対する啓蒙活動」である。
これらの論点から、
私は、「職業奉仕」は、ロータリー会員個人が職
業に対して、「道徳観」をしっかり持ち、自らを
律することであると思う。その律する方法として、
「ロータリアンの職業宣言」があり、さらに、
「四
つのテスト」を「職業奉仕指針」とすべきである。
四つのテスト

クラブ奉仕関連委員会に、
会員諸兄の御協力をいただ
き、各委員長には御尽力を願
って活動計画に掲げた目的
は、ほぼ達成できたかと考え
ておりますが、クラブ奉仕活
動についての至らぬ点は御寛
恕のほどお願い申し上げます。
次年度は伊原会長のもと、新たな活動が行われ
ると存じます。御活躍をお祈りして、御礼のご挨
拶といたします。

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
現代社会が今いちばん必要としているものは、倫
理的誠実さであると言っていいでしょう。
「四つのテスト」は、人々が価値ある目標を追い
求める際の指針として活用できます。
中山会長の計らいで、毎月第２例会に「四つのテ
ストの歌」を歌ってもらうようになりました。こ
れにより少しでも「職業奉仕」を会員に啓蒙でき
たのではないかと思っています。
以上、報告といたします。

「職業奉仕」は、ロータリ
ークラブの理念として根幹を
なすものであると言われてい
ます。年初、どのように職業
奉仕委員会として活動して行
くか悩みました。手探りの模
索をいたしましたが、
2007年手続要覧から
奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専
門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべ
て尊重されるべきであるという認識を深め、あら
ゆる職業に携わる中で奉仕の理想をいかしてい
く。会員の役割には、ロータリーの理念に従って
自分自身を律し、事業を行なうことが含まれる。
綱領の主文に
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎とし
て奉仕の理想を鼓吹し、これを育成
し、特に次の各項を鼓吹育成することにある。
続いて四項目があり、一般にこれを「四大奉仕」
と解釈している。しかし、四項目より主文に注目
すべきであり、要約すれば、「ロータリーの目的
は職業奉仕の推進にある」という結論に達する。
ポール・ハリスも「ロータリーは宗教でもなけれ
ば、宗教に代わるべき何かでもない。それはただ
古くからある道徳観を現代生活、職業生活に於て
実践しようとするものなのだ」と言っている。
よって、「職業奉仕」は他の「クラブ奉仕、社会
奉仕、国際奉仕」よりもっと根幹に位置するもの
であることは明白である。
さらに、職業奉仕は、「クラブの責任」というよ
うなことではなく、あくまで「会員個人の責任」
である。強いてクラブの責任というなら、「会員

ロータリーでいうところの
「社会奉仕」とは、ロータリ
アンの個人の生活、職場や事
業生活、および社会生活の中
に「奉仕の理想」を適用する
ことを奨励、育成することで
あります。そのことを信念に
１年間の活動をおこなって参りました。
具体的な活動としましては、例年同様、松戸市
献血推進協議会への参画、江戸川クリーン作戦の
協力、松戸警察署への慰問をおこないました。
また、昨年８月には、インターアクト年次大会
が聖徳大学附属高等学校インターアクトクラブ主
管でおこなわれ、中澤委員長のご努力のお陰で大
会を成功に導くことができました。
また、新世代のための委員会の松本委員長、松
戸RC奨学基金委員会の小林登委員長には、例年
以上のご活躍をいただきました。
この場をお借りしまして社会奉仕部門の3委員
長に敬意を表します。
私自身の大きな反省ですが、ロータリーの奉仕
の理念である「職業奉仕の理想」という基礎とな
るべきものが、よく理解できていないため社会奉
仕という「奉仕の実践」が、従来の活動の域を超
えられなかったことであります。
次年度の社会奉仕委員会は、杉浦裕委員長がお
務めいただきますし、伊原会長は青少年育成に全
力で取り組まれるとのことですので改めて学ばせ
ていただきたいと思っております。
最後になりますが、私のような若造に４大奉仕
部門をお任せいただいた中山会長に心から御礼を
申し上げます。
ありがとうございました。

− ２ −

今年度、国際奉仕委員会委
員長を担当しました加藤栄で
す。ロータリー財団並びに米
山奨学については当初の予算
をクリア頂きましたことは両
委員長に心より感謝致しま
す。また青少年交換について
は前期実行したことを受けて今年度は実施しませ
んでした。
以上報告と致します。

一年間、出席委員長をつと
めさせて頂きましたが、いた
らぬ点が多々ありましたこと
を反省しております。例会出
席こそロータリーの本質であ
りまた喜びであるという理念
のもとに皆様に例会出席をお
願いしてまいりました。しかし、出席率90パーセ
ントを超える週が少なく、残念でなりません。出
席委員長を退任後もこの気持ちを忘れずに、皆様
に例会出席をお願いしていきたいと存じます。

いつも腰軽にお手伝い頂いた下田由起男さん、マ
ンハッタンでの例会で司会をして頂いた奥村祐二
さん、天和RCの来松で大活躍して頂いた田原晨
暁さん、進んで例会の司会をして頂いた木村理さ
ん、どう考えても私よりあとに入られたとは思え
ない杉浦章浩さん、急なお手伝いも下働きに徹し
てくれた中田智次郎さん、そして今年度入会をさ
れた３名。
旅行の下見にまでおつきあい頂き、当日も心をか
けご指導頂きました申 権さん、親睦での活躍の
みならず力強い卓話も印象的な澤田正宏さん、ク
リスマスのトナカイから旅行での表彰式まで大活
躍の土、肥伸一郎さん、そして入会早々、毎回受付
で頑張って頂いている加瀬仁さん。
また、７月に新里正道さん、４月に逆井哲也さん、
５月に藤田陽一さんがそれぞれご栄転されました
が、大変主体的にご協力いただいたことも思い返
されます。
そして、誰より親睦活動を知り尽くし、しかし
副委員長として補佐役、助言役に徹して支えて頂
いた小川一さん。有り難うございました。
また、そしてこの場でも移動例会でも常に的確
なフォローをして頂いた昨年度委員長の林希一さ
ん。有り難うございました。
まさに多士済々のロータリアンとして、自ら進
んで取り組んで頂き、個性が溢れる一年間でした。
そして目標としていた「あたたかさ」の感じられ
る一年間にすることができたと、改めて皆様のパ
ワーと能力に敬服し、ご協力に感謝する次第です。

入会の古い順に申し上げます
と、クリスマスにケーキをご提供いただいた大川
吉美さん、今年元気に復活した橋口和幸さん、ビ
デオ係も快く引き受けて頂いた太田原慎一さん、

加藤委員長、森田副委員長をはじめとする国際
奉仕委員会の皆様には、天和RCの来松の際に、
土、屋政子会長をはじめとする夫人の会の皆様には
クリスマス例会、家族例会の折に、また、杉浦会
長を始めとする十日会の皆様には親睦旅行の際
に、大変お世話になりました。有り難うございま
した。
そして日頃、土、
屋SAA、常盤クラブ奉仕委員長、
織田幹事、中山会長には温かく御指導を頂きまし
たことを心から感謝を申し上げます。
最後に会員皆様にご協力頂き、御礼申し上げま
す。有り難うございました。

皆さん、今日は。松戸西ロ
ータリークラブ会長の石井弘
様、25周年実行委員長の杉浦
昌則様、松戸東ロータリークラブの渡辺剛様、よ
くお出掛け下さいました。ごゆっくりお過ごし下
さい。
今日は各委員長さんの今年度を省みるご挨拶が
ありますので、松戸の歴史についてのお話は少し
雑捉になりますが、前回の鉄道の発展が舟運を衰
退させたにも関わらず東葛飾地区の中心都市とし

て松戸宿の周辺でも幕府鷹狩場跡の小金牧の開墾
が明治２年に維新の混乱で流民・窮民が増え、そ
の救済のための大掛かりな開墾が始まりました。
移住が最初に行われたのは初富であり、二和、三
咲、豊四季、五香、六実、松戸市域の五香六実は
５、６番目に入植したためこの村名が起こりまし
た。１人あたり５反５畝を割り当てられましたが、
入植者達は相当厳しい生活を強いられたそうで
す。後に開墾地の多くは、地元の富裕農家や近在
地主に買いとられたそうです。
松戸の災害は大正６年９月30日から10月１日の
713ミリバール風速43メートル、時速100キロの超
強力な台風が来襲。東葛飾南部の浦安、市川、行
徳に５〜６メートルの津波が襲い、大変な災害が
起きましたが松戸地区は風による家屋の倒壊が各
村で数件ほどでありましたが、救済のため公的な
支援と近隣の寄付等が行われました程度でした。

メンバーの皆さんに恵ま
れ、一年間楽しく親睦活動を
行うことができました。この
場をお借りしてお礼申し上げ
ます。

− ３ −

この津波により江戸時代より長く歴史のある行徳
塩業は全滅し以後複旧がはかどらず衰退しました。
次の関東大震災（大正12年９月１日）に於きまし
ても松戸宿の被害は倒壊家屋１戸程度で被害は無
いに等しい状態でした。この２件の大正時の災害
による松戸への移住者が飛躍的に多くなりました。
松戸市域 松戸町、明村（根本、上本郷、南花
島、古ヶ崎、岩瀬、松戸新田）八柱村（紙敷、和
名ヶ谷、秋山、高塚新田、）馬橋村（新作中根、
幸谷三ヶ月、三村新田）高木村（金ヶ作、日暮、
和倉、千駄堀、栗ヶ沢、五香六実、八ヶ崎）、小
金町の人口は大正14年には震災前より5000名も増
え、２万8809人となりました。昭和18年４月１日
に松戸町、高木村、馬橋村が合併し千葉県で７番
目の市になりました。この時の人口は４万433人
でした。昭和29年に小金町（一時期柏町と合併）
と合併し人口６万60709人となりもはや戦後では
ないと呼ばれる昭和30年、松戸市は東京の衛星都
市として大きな飛躍を果たします。すなわち新京
成松戸−津田沼間が30年に開通、昭和35年に常盤
平の入居が始まり人口は８万人台に、５年後の40
年には約２倍の16万に、小金原団地の開発、新松
戸大谷口下谷地区の宅地造成完了時の昭和48年に
は人口30万人、現在では48万人の大都市となり、
全国津津浦々沖縄から北海道にいたるまでの出身
者のいる街となり今では、その２世３世が多く住
む街になりました。少し大まかな話になりました
がこの辺で終わります。

１．クラブ内、会議・連絡事項等の案内
特にございません
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
① 去る10日、第12分区会長・幹事会議がニュー
トーキョーでございました。会議には2010-11
年度、会長・幹事も出席し、次年度に向けた引
き継ぎが行われました。
② 国際ロータリー第2790地区中村ガバナーより
口蹄疫被害支援金についての送金報告がござい
ました。地区特別災害基金より会員１名あたり
100円の義援金が第2790地区名で送られました。
金額は2891人×100円 計 289,100円です。
３．他クラブ会報・その他
銚子RC、沼南RCより会報が届いております。
４ 例会変更の連絡
特にございません
５．その他報告
特にございません

松戸西RC

土、
屋会員と
新入会員 車田会員

お客様
石井様、
杉浦様

中山会長と
新入会員 車田会員

会員50名
出席42名
仮欠 8名

退会のご挨拶
木村会員

義務会員40名
義務会員35名
義務会員 5名

免除会員10名
免除会員 7名
免除会員 3名

小倉 純夫君
中田智次郎君

田中 忠行君
土、肥伸一郎君

柳澤
申
小林
小泉
杉浦
大川

鎌ケ谷RC
松戸西RC
松戸西RC
松戸西RC
松戸西RC
松戸西RC

正敏君
権君
登君
勝司君
裕君
吉美君

本日出席率
渡辺
石井
杉浦

剛様
弘様
昌則様

島村

善行君

６月17日
６月９日
６月９日
６月９日
６月９日
６月９日

89.36％
松戸東RC
松戸西RC
松戸西RC

【ニコニコBOX】当日￥ 15,000 累計￥1,318,430
【財

団BOX】当日￥

3,905 累計￥ 134,102

木村 理君／松戸ロータリークラブの益々のご発
展をお祈りいたします。
氏
名
事業所名
職業分類
所 在 地

車田 善教（クルマダ ヨシノリ）
三菱東京UFJ銀行 松戸支社
都市銀行
〒271-0092 松戸市松戸1307-1

松戸西ロータリークラブ 会長 石井 弘様／
25周年式典には、多くの方に御出席頂きありがとう
ございました。

− ４ −

文責／待山

