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ーの要請で、地区の社会奉仕委員会内部にも「環
境委員会を」作り、各ロータリークラブにも要請
されたものです。
本年度は各クラブで具体的な活動に入る前の勉
強の年と位置付け、環境に関する「哲学」や「知
恵」をクラブ内に持ち込むことです。
活動計画は、活動計画書に記載の４項目あり、
地区の環境フォーラムについては７月10日開催さ
れ、関係者が参加しました。残りの３項目はこれ
から実施していきます。
本年度「新世代のための委
員会」は、現代社会における
青少年の社会に対する考え方
や行動を分析することで意識
調査をし、社会の彼らに対す
る評価を高めてまいることを
任務・目的としております。
特に教育・福祉・医療等の分野で将来を担う青
少年と「RYLAセミナー」を通じて討論し意識向
上に努めてまいります。
目的を遂行するために、青少年との交流を図り、
青少年の考え方や意識等の情報を卓話を通じてロ
ータリアンに提供してまいります。
特に今年度は、活動計画の中に「音楽支援等に
ついての活動をする。」と記されておりますので、
その方面での活動に微力ではありますが、尽力し
ていきたいと考えております。具体的な案を委員
会として考え、理事会に提出していければと考え
ております。

次年度のクラブ役員を指名
する事が任務の委員会です。
近年の会長経験者が委員とな
って頂いていますので適任の
方を指名してまいりたいと存
じます。CLPに関しても私の
年度までは松戸クラブの伝統を重視しつつ対応を
考えていくという方針でまいりますので、宜しく
お願い致します。

本年度から松戸ＲＣの社会
奉仕委員会の特定分野につい
て「環境委員会」ができまし
た。
本委員会は国際ロータリー
第2790地区 織田吉郎ガバナ

財団の目的に則って、支援
のための浄財、寄附を、意義
をご理解の上お願いします。
勉強の成果を11月に卓話で
報告するので協力をお願いし
ます。

１

松戸ロータリークラブ
は、米山奨学会の事業に賛
同し目的達成のためにその
趣旨の理解と関心を高める
こととする。
２ 当クラブは、多くの米山
奨学生の世話クラブとしての実績があり、今後
も奨学生との交流促進に努力したい。
３ 本年10月の米山月間には、米山記念奨学会へ
の理解と慈愛の心に基づく支援を呼びかけ、寄
付の増進をめざします。
会員一人あたり15,000円を目標とする。

青少年交換委員会の委員長
に任命されました小林登でご
ざいます。青少年交換委員会
は、冨田副委員長、島村俊充
委員の３名体制で行なってま
いります。
青少年交換委員会は、未来を担う若者を海外に
派遣し、同時に海外の若者を日本に招き互いにそ
の国の生活文化を学ばせ、その国の人達と交流さ
せることによって健全な国際感覚を身につけさ
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せ、将来他方面の分野での世界平和と国際協調に
貢献させることを目的としています。まさに今年
度の国際ロータリーのテーマ「地域を育み、大陸
をつなぐ」と一致するものだと思います。
今年度におけます委員会の具体的活動としまし
ては出来るだけ広い分野での交換学生の受け入れ
先を確保し、いつでも対応できるような態勢を確
立していくことを中心に行なってまいりたいと思
います。
今後一年間どうぞよろしくお願いいたします。

今年度は、平均出席率、夢の90％台を目指して、
委員会活動に取組む所存ですので、出席率アップ
を図るために会員の皆様方のご理解とご協力の
程、宜しくお願い致します。

出席委員会の主な任務は、
クラブ例会及びその他あらゆ
るロータリー会合への出席を
奨励することです。
前年度の2790地区の平均出
席率（５月末のデータ）は、
83.03％、松戸ロータリークラブの平均出席率は、
86.72％でした。

2010−2011年度親睦活動委
員会委員長を仰せつかりまし
た杉浦章浩です。本年度は、
例年通りクリスマス例会、家
族例会、親睦旅行例会を行い
ます。
また、入会して間もないメンバーが例会の流れ
等、顔も覚えて頂ける様、通常例会では例会の司
会を委員会メンバー全員が持ち回りで行わさせて
頂きます。
何分私も右も左も解らない委員会運営ですが、
諸先輩よりご指導、ご助言を頂きまして、１年間
精一杯させて頂きますので、宜しくお願い致しま
す。

７月のテーマは｢新年度体
制の理解に向けて｣です。各
委員長さんたちのご挨拶が続
いていますが、本日は例会終
了後、第１回目のクラブ協議
会があります。ガバナー公式
訪問が３週間後に控えていま
す。織田ガバナーが銚子よりお見えになります。
ガバナーの卓話がお楽しみです。
先週の例会終了後には、２時より職業奉仕研修
会があり、３時より島村クリニックにて腹廻りの
脂肪などをチエックする新鋭器械のモルモットと
して参加しました。私の腹の出っ張りは巨大な筋
肉であると主張しておきました。６時半より音楽
支援の進め方を討議しました。社会奉仕委員会と
新世代のための委員会の方々から、貴重な示唆を
頂戴しました。
職業奉仕研修会と命名された、インフォーマル
ミーティングは土、屋委員長と森田委員長とのコラ
ボで実現しました。ベテランのロータリー知識は
クラブの宝であります。質問タイムが好評で、職
業奉仕を何も難しく考えずに自社の方針とか理念

を述べれば良いと言われほっとしました。
本年の重要案件である、職業奉仕 と 音楽支援
が少しずつながら、進みだしたことが会長として
大変うれしく思っています。御礼申し上げます。
今後ともによろしくお願いいたします。
野球チームとロータリーを一緒にするのはどう
かと思われますが、柏市出身の元中日ドラゴンズ
の谷沢健一氏が言っています。｢強いチームとは、
若手からベテランまでがバランスよく混在し、調
和しているチームだ。いかに若手を育成できてい
るかがカギとなる。｣今の松戸ロータリークラブ
は強いチームであると会長として思っています。
しかしロータリーの集団はもろいと思います。な
ぜならば、会社や職場に戻ればみな大将です。生
活の糧はロータリーにありません。心に少しでも
ロータリーを疎んずるものが生じれば，一気に悪
貨が良貨を駆逐します。作法を大切にしつつ謙虚
に学ぶべきです。今、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。職業奉仕月間は10月ですが
会長として自分の仕事についてお話させて頂きま
す。大上段に構えるつもりはありません。お気楽
にお聞きください。
雪和食品は昭和21年に創業いたしました。私で
２代目です。パン粉が主業です。この暑さの中で
頑張ってパンを焼いている従業員たちがいます。
お陰様であります。この10年来、食品の不祥事が

− ３ −

たくさんありました。皆さんは対岸の火事として
見ていたかもしれませんが、私は自身の問題とし
てとらえていました。雪印乳業の食中毒事件で社
長が言った、「私は寝ていないんだよ。
」に対する
マスコミの猛反発。その後、牛肉偽装していた雪
印食品に納入していた岐阜県にあったパン粉の同
業者は一発で倒産しました。ペコちゃんブランド
で愛されていた不二家も期限切れ原料を使用して
いたことだけで、マスコミの集中砲火を浴び、銀
座のビルを売却しても足らずに実際はヤマザキ製
パンの支援を受けています。 白い恋人、赤福餅
などは、一時は製造中止に追い込まれましたが誠
意ある対応で切り抜け、生き残りました。
一方、産地偽装などで内部告発された、ミート
ホープ、比内地鶏、船場吉兆など、悪質組は死刑
宣告されました。客の食べ残しを出していた船場
吉兆の湯木佐知子さん。記者会見でのささやき女
将として有名になりました。中国製の毒入り餃子
問題、島田化学の事故米の不正転売など、金銭至
上主義による職業倫理の低下が招いた事件の
数々。倒産の恐怖まで感じた私は一刻も早く食品
会社の経営者をやめたいとまで思いました。この
続きは又、来週ということで。
明後日の30日に、インターアクトの年次大会が
千葉経済大学付属高校で実施されます。下田委員
長と一緒に昨年の御礼をかねて行ってまいりま
す。私は何も関与していませんでしたが、中澤委
員長たちが主催した聖徳大学付属高校の年次大会
はさらっとカッコ良くてやってくれたな、立派で
あったと思っています。さすが、松戸ロータリー
クラブ！

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
① 本日例会終了後クラブ協
議会を開催しますのでよろ
しくお願いします。
② 会費未納者が多数います
ので今月中に納めて下さい。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
① 第2790地区 地区大会のお知らせ
11月７日
銚子市において開催
11月６日
いたします。
② 地区大会記念・親善チャリティゴルフ大会の
ご案内
レインボーヒルズカントリーク
10月４日
ラブにて開催
３．他クラブ会報・その他
会報が流山ＲＣ・旭ＲＣ、活動計画書が流山
ＲＣより届いています。

４

例会変更の連絡
松戸北ＲＣ
・８月10日 の例会は定款第６条第１節により
休会
我孫子ＲＣ
・８月３日 の例会はガバナー公式訪問例会に
変更
・８月17日 の例会は定款第６条第１節により
休会
５．その他報告
特にございません

橋口会員

会員52名
出席41名
仮欠11名

中山会員

義務会員43名
義務会員35名
義務会員 8名

免除会員 9名
免除会員 6名
免除会員 3名

島村
森田
奥村

善行君
雅久君
祐二君

大川 吉美君
待山 克典君
中田智次郎君

湯本
小川
小林

高之君
一君
登君

千葉幕張ＲＣ
７月27日
地区国際奉仕セミナー ７月24日
地区国際奉仕セミナー ７月24日

本日出席率

織田
松本

信幸君
幸夫君

83.67％

ふうぜん

伊原清良君／風前のともしびだった決議23−24が
完全復活した様です。松戸ロータリークラブの細
則の第９条には高らかに「ロータリーの方針を明
確に表わす至高の決議である」とあります。正に
名文と思います。
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ニコニコBOX

当日￥10,000 累計￥150,000

財

当日￥ 3,993 累計￥ 17,353

団BOX

文責／加瀬

