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広く一般世間に「ロータリーに対する認識と公共
イメージを高める」為に、ロータリーの歴史、綱
領及び規模、奉仕活動に関する情報を提供します。
ホームページの更新については、本年度の伊原体
制の組織図と各委員会活動計画書を随時掲載致し
ます。

本年度は久しぶりにSAAの
職をつとめさせていただきま
す。会員数の増加に伴いテー
ブルを１つ増やしました。例会を魅力ある楽しい
ものにするために食事に気を配りたいと思ってお

本年、プログラム委員会の

ります。ただ今３店舗と食事内容を向上させるべ

委員長を務めさせていただく

く交渉中です。楽しい例会にするよう努めてまい

ことになりました中澤です。

りますので、よろしくお願いします。

活動計画書に記載しました通り、各委員会と連携
をはかり、活動計画に則ったプログラムを編成し
たり、ロータリーへの理解を一層高めるため、各
月の主要テーマを考慮し毎月第１例会にはテーマ
に沿ったプログラムを編成します。
また、外部からの卓話者を招いて話をしてもら
うようにしたり、ロータリー情報を取り入れるよ

毎例会の内容を記録し、委

うにして参ります。会員の皆様からのご協力ご支

員会メンバー全員で会報を作

援をいただきますよう何卒宜しくお願い致しま

成します。正確・且つ読みや

す。

すい紙面づくりに努めてまいります。毎月第１回
目の例会で、「ロータリーの友」の記事を紹介し
ます。「ロータリーの友」に対する関心を高めて
いただけるような紹介を心がけます。

４年前の12月に入会のため
のオリエンテーションを杉浦
会員から受けた時に、当クラ
ブの最も特徴というべきは、独自の奨学基金を持
今年度、広報委員会委員長

っていることだと教えて頂きました。

の大川です。当委員会では、
− ２ −

その委員長を拝命し、身の引き締まる思いです。

今年度は予算の関係で、新しい奨学生は募集しま

く、会員としての義務を果たせる方、職業奉仕の

せんが現在支給を受けている学生達とのより親密

理念と実践に賛同できる方、会員の親睦を理解で

なコミュニケーションを図りたいと思います。

きる方、そして各業界のリーダーたる方を主に選
考してまいります。どうぞご協力をお願いいたし
ます。
あと一つの聞き慣れない新設の委員会、クラブ
研修委員会ですが、職業奉仕部門の一翼として
「ロータリーとは？」
「ロータリアンの責務とは？」
「職業奉仕の理念と実践とは？」をテーマに、職

職業分類委員長の斎藤で

業奉仕委員会の指導を仰ぎインフォーマルミーテ
ィング（別称：職業奉仕研修会）を開催いたしま

す。
本日入会されました、飛田

す。本日、第１回目のインフォーマルミーティン

勤様は、職業分類は、鉄道輸送。活動計画書の41

グを開催いたしますので後日、機会があればご報

Ｐです。

告させていただきたいと思っております。入会５

鈴木昌広様は、職業分類は、地方銀行。40Ｐに

年未満のメンバーを中心にした委員会ですので、
皆様の温かいご指導をよろしくお願いいたしま

お書き下さい。
現在42部門あり、細かくわけると職業分類は

す。
伊原会長のご期待に沿えるかわかりませんが、

105業種あります。
新入会員の加入時に必要ならば、新たに部門を

両委員会とも林希一さんを副会長に据えていただ

設けるなど、会員拡大をしていくよう努力したい

きました。林さんと二人三脚で頑張ってまいりた

と思います。

いと存じます。

任務。会員にロータリーに
ついての最新、正確な情報提
供を行うとともに、在籍ロー
会員選考・増強委員会ですが、今年度の目標を
純増５名として50名以上の現在の体制を維持させ

タリアンに対しては勿論、新入会員に対しロータ
リーについての理解促進につとめる。
このような大役を担う情報委員会委員長とし

ます。本日、お二人の入会式がございましたので、
今期は４名の方を新しい仲間としてお迎えするこ

て、身の引き締まる思いであります。委員会には

とができました。来月８月は会員増強月間ですが、

48代会長斎藤重久委員、49代会長田中忠行委員、

現在、お一人の方からご入会のお申し出をいただ

50代会長小倉純夫委員、51代会長鎌倉康裕委員、

いております。今後もけっして数を追うのではな

52代会長草野進委員のご協力のもと頑張りたいと

− ３ −

思います。何なりとロータリーについての情報、
その他疑問等につきましては各委員にお気軽にお
尋ねください。
特に本年設けられましたクラブ研修委員会とも

インターアクト委員会委員

連絡を密にして、ロータリー理解向上のお手伝い

長の下田です。インターアク

をしたいと思います。

ト委員会は聖徳大学附属高等

先週ご入会の浅井利明さん、三国大吾さん、本
日入会の飛田勤さん、鈴木昌広さん、４名の新入

学校のインターアクトクラブへの指導と助成が主
な役割です。

会員のレクチャーをさせていただきました。

今年度のスケジュールは合同会議が６月22日、

又、本年度会長より例会において時間の余裕の

８月24日、来年の２月18日の３回です。また、来

あるときには、２〜３分をロータリー情報委員会

週の７月30日には第44回インターアクト年次大会

にいただけるとのこと、頑張りたいと思います。

が千葉経済大学附属高等学校で開催されます。伊

皆様のご指導をお願いしご挨拶といたします。

原会長も出席され、委員会メンバー全員で参加し
たいと思っております。
さて、副委員長は織田会員、委員は昨年の地区
大会ではホスト役として大変ご尽力いただいた中
澤会員そして中田会員です。
一年間よろしくお願いいたします。

織田ガバナーのご指導で、新機軸として環境委
員会とクラブ研修委員会がスタートされます。そ
れぞれに小林孝数委員長と森田雅久委員長に立ち
上げを託してまいります。本年度の地区のテーマ
は、《 スタイル（様式）を磨こう 》であります。
松戸東ロータリークラブの

織田ガバナーは述べています。（前略）……それ

渡辺剛様、湯浅健司様ようこ

にクラブ独自のＤＮＡが先輩達から引き継がれ

そ、お越し下さいました。ご

て、それぞれのクラブの個性となってきました。

ゆっくりお過ごし下さい。本

そのスタイル（様式）に今危機がおとずれていま

日は、各委員会の委員長挨拶があります。国際ロ

す。何が「不易」で何が「流行」か、各クラブで

ータリーの規定審議会より、四大奉仕に加え、

徹底的に討論してほしいと願っています。……

新世代奉仕委員会 を加えて五大奉仕部門とする

（後略）とありました。
そこで私は会長として、「不易」と「流行」を

動きがあります。青少年育成に貢献し続けている、
松戸ロータリークラブとしては、特段に違和感は

自分なりに勉強しなければならないと感じまし

無いかと思います。

た。ロータリアンのロータリー知識レベルの差は
− ４ −

十人十色で、その差というものは埋まるものでは

ることとなり、カバナーに推薦すべき書類が届い

ありません。パストガバナーの知識レベルと新米

ています。

会長の知識レベルは比較になりません。でも埋め

本日、ご入会されたお二人、おめでとうござい

る努力はすべきであると考えます。伝統ある松戸

ます。常磐線では日暮里から取手までを管轄され

ロータリークラブの会員としてしっかりとした見

る松戸駅長の飛田さん、松戸市内の10店舗を管轄

識をもつことが品格につながるものと思われま

される千葉銀行の鈴木さん、それぞれに我々中小

す。私は生来なまけ者で苦行を伴うような勉強は

企業主や医者、弁護士先生たちとは違った感性や

きらいですが、直感とか感性を磨くような読書や

実力をお持ちと思われます。それぞれに尊重しあ

言葉あそびは大好きです。

うべき感性です。どうかロータリーをお楽しみく

不易流行とは、芭蕉一門の俳風を語った「不易

ださい。

そのもとひとつなり

流行・其基一也」から引用したものです。易とは、
易学（占い・気学・人相・手相・方位）などを言
います。だから、不易とは易学などで占うことな
ど必要のないことと理解しました。不易とは「人
りゅうたい

の心から、社会の隆替まで世の中の森羅万象を司
る不変の法則、時をこえた真理」。不変の真理を
確立しなければ基礎は確立しないのです。
１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内

流行とは「時代性や環境条件により、時に法則
を打破する、様々な変化」。変化 を知らなければ

①

新たな進展もない。不易を知らざれば、基 立ち

上期会費を納める様お願

いします。

がたく、流行を知らざれば、風 新た ならず。
両者は本質的に対立するものではなく、真に
「流行」を得れば、おのずから「不易」を生じ、

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①

また真に「不易」に徹すれば、そのまま「流行」

「千葉国体、千葉スポーツ大会のご協力のお

を生ずる。と記されていました。

願い」がありました。
②

今では、歌舞伎の名家も、元々は出雲のお国を源

2010年８月のロータリーレート、１ドル＝88
円と本部より連絡がありました。

流の川原乞食と言われた集団といわれています。
｢かぶく｣という言葉など、当時の「流行」であ

３．他クラブ会報・その他

ったのでしょう。あの土佐出身の岩崎弥太郎も、

特にございません

又「流行」から、血のにじむ努力を何代か重ね、三
菱財閥という「不易」になったのだと思われます。

４

松戸ロータリークラブの会員として何が「不易」
か、と問われれば躊躇なく、しっかりとした職業
奉仕の見識をもつことであると答えます。

例会変更の連絡
松戸東ＲＣ
・７月23日

の例会はガバナー公式訪問例会に

変更

第12分区に対して次期のガバナー補佐を松戸ロ

点鐘

18：00

ータリークラブより、次年度の常盤年度に輩出す

場所

伊勢丹11Ｆバンケットルーム

− ５ −

４

例会変更の連絡
柏ＲＣ
・７月28日 の例会は夜間移動例会に変更
点鐘

18：30

場所

三井ガーデンホテル柏
の例会は定款第６条第１節により

・８月18日
休会
沼南ＲＣ
・７月29日

伊原会長と
新入会員 飛田会員

の例会は移動例会に変更

点鐘

12：30

場所

さかさい保育園

・８月12日

定款第６条第１節により

５．その他報告

伊原会長と
新入会員 鈴木会員

会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

出席41名

義務会員35名

免除会員 6名

仮欠11名

義務会員 8名

免除会員 3名

特にございません

［氏

ツトム）

飛田会員

東日本旅客鉄道

［職業分類］

鉄道輸送

［所 在 地］

〒271-0092

鈴木

昌広
マサヒロ）

千葉銀行

〒271-0091

小林

登君

松葉

則明君

川並

芳純君

平松

徹君

奥村

祐二君

澤田

正宏君

松戸東ＲＣ

７月16日

83.67％

湯浅

健司様

松戸東ＲＣ

渡辺

剛様

松戸東ＲＣ

伊原清良君／新入会員をお迎えし、新委員会の立
ち上がりをお祝いします。それぞれ、お楽しみ下
さい。

鈴木会員

［所 在 地］

一君

名］

（スズキ

地方銀行

小川

松戸駅

松戸市松戸1-1181

［氏

［職業分類］

善行君

本日出席率

［事業所名］

［事業所名］

島村

勤

（ヒダ

新入会員

康裕君

名］

飛田

新入会員

鎌倉

ニコニコBOX

当日￥10,000 累計￥140,000

財

当日￥ 3,752 累計￥ 13,360

松戸支店

松戸市本町7-10

団BOX

文責／三国
− ６ −

