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会長年度の最後のご挨拶を
いたします。まずは、この１
年間の役員理事の皆さん、各
委員長の皆さん、各委員会に
所属の会員の皆さん、大変お
世話になりました。昨年の７
月１日の会長挨拶に始まり、本日 6 月30日を迎え、
正に365日に及ぶ会長の重責を果たしえたのも皆
様の絶大なるご協力のおかげと感謝いたします。

と伊達政宗の詩をご紹介して、はや１年が過ぎ
てしまいました。まさに光陰矢の如し、月日の経
つのが早いことには驚きを隠せません。松戸ロー
タリークラブの皆さんもこの１年間の職場、職域、
及び地域で、又、ロータリーで、それぞれの奉仕
を実行していただいたことと思います。おかげさ
まをもちまして松戸クラブの活成化にも寄与して
いただきました。
青少年交換の阿部桃子さんの帰朝挨拶に始ま
り、インターアクト年次大会 米山奨学生のカウ
ンセラー、高校生への奨学金援助、ライラへの参
加、クリスマス家族会、ロータリー財団への協力、
米山奨学金への協力、台湾天和ロータリーとの交
歓会、地域への社会奉仕活動、多くの親睦会等々
まだまだ多くの企画に対し会員のみんなが関わり
成功へと導いていただきました。
この１年無事会長の重責を担うことが出来たこ
とに対し重ねて御礼申し上げます。
私の生業であります呉服にまつわる日本文化の
こと、特に伝統文化を担う全国の職人の創る作品
のこと、それに携り関連する多くの人々の話し、
今の職人達の状態、業界全体のこと、小売業界の
こと、問屋業のこと、等々に関し私の店はどのよ
うにそれに関わり、又、商人としてお客様とどの
ように関わるべきか、等々お話しすべきことをお
伝えすることが出来ませんでした。今後の機会に
譲りたいと思います。
最後に皆様に申し上げたいことは、松戸ロータ

リークラブの会員は松戸市にある他のロータリー
クラブのロータリアンは勿論のこと、ロータリー
クラブを知る市民の皆さんにも、伝統ある松戸ロ
ータリー所属のロータリアンの人となりを絶えず
注目されていることを自認し、より自己研鑽に励
み、努力していかねばならない立場にあると私は
思います。
他の模範となるようなロータリアンになること
を一人ひとりが自覚してこそ、より素晴らしい松
戸ロータリークラブになることと思います。次年
度の伊原清良会長のもと、皆様の変わらぬご協力
をお願いし、最後の会長挨拶と致します。ありが
とうございました。

本日、松戸警察官友の会の
会長である、杉浦裕会員と松
戸警察署に女子大生殺人事件
の捜査本部の解散式を千葉市
の若潮会館で行うので寸志を
手渡してきました。これも自
分の職業を通じて、社会に奉仕するために仕事す
るというひとつの社会責献であると思います。
松戸口ー夕リークラブには、医師会、弁護士会、
公認会計士会、商工会議所、法人会、観光協会な
どの会長などいわゆる町の顔役ばかり。
松戸ロータリーの底力を感ずる。そんなクラブ
をまとめてきた、中山会長の懐の深さを感じさせ
て頂いた一年でした。ロータリーはロータリーそ
れ自体に存在力があります。来年度も力のない会
長なりに最善は尽くすももの、実績を競うもので
はないと思いますが、結果は中途半端になるかも
知れません。会員の皆様に、伏してご協力をお願
いして、会長エレクトの挨拶といたします。

「１年間を振り返り」
ようやく本日の例会が幹事
としての最後の務めの日とな
りました。
昨年の 7 月 1 日 が第 1 回
目の例会でありましたからまさに例会に始まり例
会で終わるギュッと詰まった 1 年間でございまし
た。
この 1 年間、幹事として大過なくクラブ運営に
携わることができましたことは何よりも会員皆様
のご協力があったからこそと、この場をお借りし、

− ２ −

深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。
終わってみればあっという間と言いたいところ
でございますが幹事を務めさせていただいたこの
1 年間、正直言ってとても長く感じられた一年で
ありました。
ちょうど当時の中山エレクトから次年度の幹事
をと仰せつかったのが約 1 年半前、年次総会前の
11月であったような気が致します。特に今年度は
RIが 3 年ごとに刊行する手続要覧（2007年度版）
で改正された、標準RC定款、推奨RC細則を基に
松戸クラブの定款・細則を変更する作業が2009年
度事業の始まる半年前から伊原清良エレクトを座
長とした検討委員会に委ねられ、その委員会運営
と改定作業のために早い時期から動き出したのも
この時期でありました。
おかげ様で手続要覧をくまなく勉強させて頂きま
した。
よく言われることでありますが幹事になった年
がロータリアンとして一番ロータリーのことを勉
強し、知る機会に恵まれると言われておりますが、
まさにその通りで、この期間たくさんのことを経
験（勉強）させて頂きました。
今後、ロータリーとのかかわり方も変わってく
るのではとワクワクしております。
話しは変わりますが、わたくしが幹事を受ける
にあたり、決めた目標が二つであります。ひとつ
は例会に100パーセント出席すること。二つ目は
会長の公式行事には必ずお伴をすることでありま
した。大して能力のない私でありますが時間と体
を空けるぐらいは出来るかなと言う思いで決めた
わけであります。
結論を言うと残念ながら二つとも達成はできま
せんでした。
中山会長がエレクトの時に姉妹ロータリーであ
る台湾 天和ロータリークラブへの訪問は父がい
つ亡くなるかという状況で入院しておりまして、
直前までエントリーしておりましたが結局、お供
ができませんでした。
また、例会は唯一船橋の国際交流のため中国を
訪問した時に欠席させていただきました。
台湾に行けず中国に行ってどちらも達成できな
かった落ちでお許し願えればと思います。100点
ではなく90点で終わったことが次の活力に繋がる
のだと勝手に思っております。
最後になりますがこの一年間、中山政明会長に
は幹事として不足な点、多々あったことと存じま
すが常に温かい寛容の心で接していただきまし
た。
いつ、どの場所においても「良くやってくれて
る、ありがとね」と、言葉をかけてくださり、そ

の心配りを糧にとても気持ち良く仕事ができたこ
と、深く感謝申し上げます。
また、事務局の岡室美智子さんにも大変お世話
になりました。事務方として幹事が行き届かない
部分を常にサポートしていただき、ある時はキャ
リアとしての立場で教えて頂くこともたくさんご
ざいました。この場をお借りし御礼申し上げます。
それと忘れてならないのが前年度幹事の小林孝数
さんから幹事引き継ぎ事項というメモを 2 回にわ
たりいただいたことであります。初めて経験する
役職であり不安もございましたが非常に参考にな
りました。わたくしもそのような姿勢で後進に接
していきたいと思っております。
おしまいに今一度、会員の皆様、お一人お一人
に感謝申し上げ幹事としての最終挨拶とさせてい
ただきます。
一年間ありがとうございました。
合掌

会員の皆様にはこの一年ご
協力いただきありがとうござ
いました。SAAとは英国の軍
曹だといわれています。R.C
でいえば会場監督のことで
す。ところで、ここにきて会員増強の結果、会員
数が増えまして会場監督も今後大変になっていく
と思います。中山会長、織田幹事におかれまして
は大変ご苦労様でした。本当に一年間ありがとう
ございました。

この一年、会員の皆様方の
おかげで何とか過ごすことが
出来ました。会報においては、
卓話の原稿を毎回、卓話され
る会員に作っていただきあり
がとうございました。また、ロータリーの友の内
容を会員の皆様の前で発表するため、真面目に読
ませていただいた結果、ロータリークラブの事が
より理解できるようになりました。この一年を感
謝申し上げ挨拶にかえさせていただきます。

− ３ −

広報委員会の本年度の主な
活動内容は、「ロータリーの
友」を松戸市立図書館と千葉
銀行松戸支店の２ヶ所に定期
的に配付し、多くの人々に読
んでいただいたことです。
その反応、反響を伺っていませんが、ロータリ
ーに対する理解、認識及び公共イメージを高める
ために多少なりとも役立ったのかなあと思ってい
ます。
１年間、広報活動にご協力をいただきどうもあ
りがとう御座いました。

この一年間、皆様方のおか
げで無事に会務を行うことが
できました。ありがとうござ
いました。

会員増強を行うにあたり、
会員の皆様にはご協力をいた
だき誠にありがとうございま
した。

ロータリー情報委員会の草
野です。ロータリー情報委員
会の任務は、会員に、ロータ
リーについての最も新しく
て、正確な情報の提供を行な
うとともに新入会員に対し、ロータリーについて
の理解促進に努める事です。
本年は、新入会員のオリエンテーションの際に、
会員としての特典と責務について説明を行ないま
した。
残してしまった仕事がありますが、次期委員長
に託して一緒に頑張ってみたいと思います。

２月６日 〜７日 にかけ
て、東京・港区芝の増上寺に
おいて行われた「第33回R･
Y･L･Aセミナー」に参加し
てまいりました。
大変貴重な経験をさせていただき、ありがとう
ございました。

インターアクト委員会、委
員長として一年間を務めさせ
ていただきました。
本年は第43回インターアク
ト年次大会が聖徳大学附属女
子高等学校において開催された特別な年でもあり
ました。
松戸RCがホストクラブとして中山会長をはじ
め委員会メンバーや会員の皆様のご協力ご支援に
支えられ約400名におよぶ大会が無事終了するこ
とが出来ました。
インターアクターの子供達も大きな事業を成し
遂げたことで素晴らしい経験と自信を得たことと
おもいます。改めまして会員の皆様に感謝申し上
げます。
今回の経験やロータリーの友情を大切にし、こ
れからもロータリー活動を通じて少しずつ成長し
ていけるよう心がけて参ります。本年度、このよ
うな機会をいただけました事感謝申し上げます。
一年間ありがとうございました。

本年度は市内10校の公立高
校に対して奨学金の推薦を依
頼したが、結果的には松戸国
際高校の１名のみの応募とな
った。
現在の奨学金受給者は、市立松戸高校が３名、
県立松戸高校及び松戸国際高校が各１名の合計５
名となっている。
松戸ロータリークラブの誇りである奨学基金の
素晴らしさを市内の高校に正しく理解して頂くと
いう点では努力不足であったと反省している。

− ４ −

今年度はロータリー財団の
委員長を務めさせて頂き、あ
りがとうございました。
会員の皆様には一人１万円
を目標に60万円近い寄付が集
まり、目標を達成する事ができ、寄付金は財団を
通じて世界の貧しい地域の人たちに送られたと思
います。ありがとうございます。
また、今年度は財団の奨学生 富田君のカウン
セラーを務めさせていただきました。まだ、留学
先は決まっていませんが引き続き担当させたいた
だいております。
一年間貴重な経験が出来て感謝しています。

今年も米山奨学委員会には、
社会の経済状況の厳しい中、
沢山の献金を頂き当初の目的
を達成することが出来まし
た。米山奨学金の使途は明瞭
かつ有効に使われており大変有意義な奨学金です。

これも青少年の育成をし続ける松戸RCの精神
の現われと思います。
皆様の多大なご協力に感謝を申し上げます。あ
りがとうございました。
来年度は、島村俊充委員長に引き継ぐことにな
ります。よろしくお願い申し上げます。

「一年間を終えて」
今年度は、交換留学を終え
た翌年度ということもあり、
活動らしい活動はありません
でした。
留学で大変お世話になりました阿部桃子は、現
在大学受験にむけて猛勉強をしております。
大学に見事合格して留学の成果を示すことが、
ロータリアンに対する感謝の意を表することにな
ると、張り切っております。
後日、皆様に良いご報告ができると信じており
ます。
ちなみに、過日行われたましたTOEICでは、阿
部桃子は915点を取りました。
一年間、ありがとうございました。

②

東金RCより創立50周年記念誌が届いており
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 一昨日の28日に新浦安オリエンタル東京ベイ
ホテルにおきまして浦安ベイRC認証状伝達式典
がございました。第2790地区においては10年ぶ
り84番目のクラブ誕生であります。認証式には
中山会長とわたくしが出席してまいりました。
３．他クラブ会報・その他
特にございません
４ 例会変更の連絡
◇松戸西RC
７月14日 の例会は定款第６条第１節により
休会
５．その他報告
① 国際ロータリー2010年規定審議会より2010年
４月25日〜30日に開催された審議会の決定報告
書が届いております。

敬称略

【皆勤者】
土、
屋 亮平
中山 政明
湯本 高之
山田 達郎

杉浦
伊原
松本
申

裕
清良
幸夫
權

柳澤 正敏
織田 信幸
下田由起男
計11名

【準皆勤者】
加藤
栄
森田 雅久
澤田 正宏
（7/15入会より皆勤）
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島村
中澤

俊充
雅彦

松田
待山

茂一
克典

計７名

【ニコニコBOX】当日￥ 65,000 累計￥1,383,430
【財

団BOX】当日￥

3,006 累計￥ 137,108

、
土
屋亮平君／中山会長、織田幹事の年度が目出度
く終了致しました事を心からお慶び申し上げま
す。松戸クラブの歴史に大きな一頁を刻んで頂い
た事と、SAAのお陰で１年間皆勤出来ました事を
重ねてお礼申し上げます。
山田勝重君／昭和46年５月松戸RCに入会させて
頂いてから39年間、奉仕・親睦のロータリーライ
フに恵まれた好運を心から感謝しております。本
当におせわになり、ありがとうございました。会
員皆様の弥栄をお祈り申し上げます。
杉浦

裕君／中山会長、本年一年間御苦労様でし

た。
中山政明君／一年間の会員皆様のご協力に感謝致
します。ありがとうございました。
島村俊充君／準皆勤賞いただきありがとうござい
ます。来年度は皆勤したいと思います。
会員49名

義務会員39名

免除会員10名

織田信幸君／中山政明会長の下、幹事として無事

出席33名

義務会員27名

免除会員 6名

一年間を務める事が出来ました。会員の皆様のご

仮欠16名

義務会員12名

免除会員 4名

協力に感謝申し上げます。
湯本高之君／出席委員長として、３年連続の皆勤

斎藤

重久君

田中

忠行君

常盤

映彦君

賞は非常に誇りに思います。今後も休むことなく、

島村

善行君

小林

登君

橋口

和幸君

この記録を伸ばしていきたいと考えています。

平松
徹君
土、肥伸一郎君

奥村

祐二君

加瀬

仁君

太田原慎一君
中田智次郎君

山田達郎君／親睦活動委員長の椅子をお預りし、
皆勤賞を頂きありがとうございました。出席をす
ることの意味を大切にしてまいりたいと思いま

松本

幸夫君

松戸東RC

６月25日

す。中山会長、メンバーの皆様一年間ありがとう

草野

進君

松戸北RC

６月22日

ございました。

本日出席率

73.33％

先々週出席率修正

78.05％→88.37％

文責／待山
− ６ −

