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対象とする集中研修プログラムです。才能豊かな
若者たちが、クラブ、地区、もしくは多地区合同
レベルでロータリアンが主催するセミナー、キャ
ンプ、またはワークショップに参加し、通常2日
から10日を過ごします。
1971年に国際ロータリーによって採択された
RYLAプログラムは、楽しい友人をつくりながら、
専門職の責務と人間関係の問題について討議し、
今月は、「新世代のための

指導力と伝達力を磨き、事業および社会の制度を

月間」ということですので、

学び、ロータリアンと知り合う機会を若い人々に

本日は私が「新世代のための

提供するものです。新世代の会員にとって、

委員会」の委員長として卓話

RYLAは技能を磨き、同世代の仲間や人生の先輩

をさせていただきます。

たちとともに、関連性のある主題について探求す

昨年度は、一昨年度同様、

る機会を提供します。また、ロータリアンにとっ

平成22年2月6日（土）〜7日

てRYLAは、指導者を育て、貴重な専門知識や技

（日）の一泊二日の日程で、東京都港区芝公園の

能を分かち合い、世代間の溝を埋める機会を提供

浄土宗

大本山

増上寺にて第33回RYLAセミナ

するものです。

ーが行われました。

ここ10数年間の夜間ラリーや2年間の増上寺で

ホームページで調べてみると、全国のロータリ

のプラグラムでも、多くの会員の皆様にご参加を

ークラブでは、毎年様々な新世代育成プログラム

賜りました。今年度もRYLAのご案内が届きまし

が実践されております。小規模なものから大規模

たら、また皆様にお知らせいたします。委員会メ

なものまで、また、地元で行っているものもあれ

ンバー以外の会員の皆様や、皆様のご子息・若い

ば、海外に出向いて行っているものまで様々です。

社員の方々とともに参加したいと考えております

また、今月の例会全てが新世代のための特別なプ

ので、どうぞ積極的にお声掛けしていただきます

ログラムとなっている地区もありました。

よう、よろしくお願い申し上げます。

我が松戸ロータリークラブは、本年度も第2790

さて、それとは別に今年度、本委員会は、「音

地区の新世代育成委員会が催すRYLAセミナー

楽支援」を通じた青少年の育成についても考えて

に、委員会メンバーあるいは会員の皆様とセミナ

いく、ということをクラブ活動計画書に記してお

ーの対象となる青少年たちとともに参加すること

ります。

で、青少年育成プログラムを実践していくことと

現在、松戸市には、吹奏楽の分野で全国的にも

なります。が、現在、地区からは今年度のRYLA

最上位層に位置する二つの中学校があります。し

セミナーの実施概要は伝えられてきておりませ

かし、その二つの吹奏楽部に属する優秀な人材は、

ん。漏れ聞くところによると、今年度は増上寺で

他市の吹奏楽で有名な高等学校に流出していると

のセミナーではなくなるらしいのですが、いずれ

いうのが実情です。

にしても地区からの提案がありましたら、適切に
対応していきたいと思います。
「RYLA」とは、Rotary

Youth

我が松戸市民である青少年を、わが町松戸で支
援することはできないか？このような願いの下、

Leadership

この新たなテーマを掲げることとなりました。

Awardsの略で、日本語に訳すと「ロータリー青

が、皆様からお預かりした貴重な浄財ですので、

少年指導者育成」ということで、国際ロータリー

「急いては事を仕損じる」ことのないよう、皆様

の提唱するロータリー青少年育成プログラムのこ

のお知恵を広くお借りしながら、このテーマにつ

とです。RYLAは、14歳から30歳までの青少年を

いても考えてみたいと思っております。

− ２ −

川並会員の動きが大変良かったという報告を頂い
ていました。
新世代奉仕 が四大奉仕に加えて五大奉仕とな
る、規定審議会の決定事項があります。織田ガバ
ナーは、「クラブの自治の問題であるから、ゆっ
松戸東ロータリークラブの

くりで良い。」とおっしゃっていました。この件

湯浅健司様、渡辺剛様、よう

については常盤会長エレクトに託していきたいと

こそいらっしゃいました。ご

考えています。

ゆっくりお過ごし下さい。先週の例会に訪問され、
職業奉仕研修会にも参加された船橋ロータリーク

音楽支援 については、松戸の市長が替わったか

ラブの青木忠茂様より御礼のハガキが届いていま

ら様子を見る。ゆっくりで良いと考えていました。

す。青木様は写真家で、船橋ロータリークラブ・

そして、松戸市立高等学校の合唱部が銀賞を取っ

50周年の時の会長だったそうです。珊瑚と水と光

たという情報がありました。ところが昨日、松戸

が幻想的で、とてもきれいな写真ですので回覧し

市立高等学校の正木校長より電話がありました。
「銀賞とは千葉県で6位になったということです。

ます。
気ぜわしく、7月と8月が終わりました。第2790

4月に誕生させた合唱部がいきなりです。」「今後、

地区のセミナーなどに6回参加しました。8回の例

音楽の教員を増やしたり、音楽の教科も増やした

会をあわせると、私の出席率は175％となります。

りしていきます。親しい教育長は留任されていま

私の頭の98％はRRRRか

ロロロロだと思いま

す。」「学校内外でロータリークラブさんの応援も

す。だから、先週の会長挨拶で、フランスのベル

お伝えしたいし、期待もしています。」「ロータリ

サイユ宮殿というべきところ、「バッキンガム宮

ークラブにお願いした楽器のリストの中には、合

殿」と言ってしまいました。「バッキンガム宮殿

唱部で使う予定のものもあります。合唱部と吹奏

ロンドンだよ！」と高校時代に地理歴史研究部だ

楽部と相乗効果をねらっています。」

った会員に、ご指摘を受けました。この松戸ロー
先週の卓話内容で森田会員が50周年のことに、

タリークラブの会員に対して、失礼があってはな
らないという、会長が感じているプレッシャーの

ふれていました。先程の船橋ロータリークラブさ

なせるワザです。神様・常盤エレクトのプレッシ

んのクラブ運営には苦戦しているお話でした。確

ャーもボチボチですから。

かに50周年まではクラブが大変に盛り上がってい

9月は新世代の月間です。本日の卓話は、川並

たそうであります。個人的な感想ですが、船橋ロ

芳純会員で、「新世代について」です。松戸ロー

ータリークラブさんにとっては、50周年までがゴ

タリークラブ50周年記念誌担当委員長の小林孝数

ールであったのかな、と思われます。その点、松

会員から記念誌作成段階で当時、新入会員だった

戸ロータリークラブでは実行委員長の杉浦裕会員

− ３ −

はじめ、皆が盛んに「50周年の時に在籍していら

り、50年前の創始の精神を忘れることなく、

れたことに感謝すべきだ。」という話をしていま

地域社会に貢献していくために、新たな第一

した。曰く、「50周年がスタートだとか。」 曰く、

歩を踏み出していこうと決意している次第で

「我々は100周年のチャーターメンバーだとか。」

あります。以上を持ちまして、松戸ロータリ

青少年育成に貢献し続ける という理念のもと、

ークラブの50年の経過報告とさせていただき
ます。ありがとうございました。

50周年後の3年間は松戸ロータリークラブ奨学基
金はじめ、米山奨学生、青少年のための委員会、
ロータリー財団奨学生支援、青少年交換、インタ

鎌倉康裕 会長エレクト･閉会のご挨拶

アクトの年次大会、天和ロータリークラブの姉妹
締結など活発な活動を展開してきています。50周

（前略）この伝統を継承しつつ益々発展させ、

年 記 念 誌 に ま さ に 50周年がスタートである と

100周年に向かって歩み続けます。さて、日

いうきらきら光る言葉が以下の３名の方が50周年

本の現状を見た時に、確かに経済は発展し、

式典で発表されています。

物質的には豊かになりましたが、その反面
「人に迷惑をかけない、相手を思いやる心」
は衰退したように思えてなりません。「一国

小倉純夫・会長挨拶

の盛衰は若者にあり」の諺がありますが、人
を思いやる心を持った青少年の育成が こと

（前略）この創立50周年の節目の年にあたり、

のほか重要と考えます。
（後略）

心新たに先輩の皆様の御遺徳に思いを巡らせ
るとともに、この機会を次なる50周年へのス
タートの年として位置付け、奉仕と友情の理
念に基づく素晴らしいロータリー活動の実績
と伝統を次の世代に引き継ぎ、更に発展させ
ていきたいと考えております。（後略）

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内

50周年の実行委員長･杉浦裕 50年の歩み

本日例会終了後理事会が
（前略）50年前のチャーター・ナイトで青少

あります。

年に差し上げた「小さな一雫」が流れを作り、
現在の会員にも受け継がれ、「小さな小川」

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

くらいにはなったかも知れません。創立時に

特にございません。

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、これからも松

３．他クラブ会報・その他

戸ロータリークラブの伝統として受け継がれ

活動計画書と会報が銚子ＲＣより届いていま

ていくものと確信しております。この50周年

す。船橋ＲＣより

を機に、改めて会員一人一人が原点に立ち返

誌が届いています。
− ４ −

50周年の歩み

2005

記念

４

例会変更の連絡
松戸西ＲＣ
・９月15日 の例会は親睦移動例会に変更
点鐘

18：00〜

場所

北小金ボウル

・９月22日

の例会は定款第６条第１節により
【入会】伊原 清良君
平成7年9月6日（15年）

休会

【入会】中澤 雅彦君
平成16年9月8日（6年）

５．その他報告
特にございません。

【誕生】加藤

①

栄君 10日

【誕生】森田

力君 22日

第37回松戸まつりの協賛について
例年通り寄付

②

の例会について

10月13日
承認された

③

新入会員歓迎会について

④

2010〜2011年度

【誕生】小泉勝司君 28日

【結婚】柳澤夫妻 24日

■入会記念日 島村 善行君
■ご夫人誕生日 土、屋 政子様
加納 琳子様
小林 京子様
伊原美加子様

平成10年 9 月16日（12年）
8日
20日
20日（小林 登夫人）
23日

活動計画書に記載してある

細則一部変更について
後日全会員に変更箇所を郵送して報告

⑤

国際奉仕

ケニア支援について

会より５万円寄付＋メンバー寄付
来週小川会員より説明があります

⑥

国際奉仕

伊原会長と小泉会員

例会場

お客樣 松戸東RC
渡辺様

お客樣 松戸東RC
湯浅様

台湾桜植樹について

引き続き調査

⑦

その他
松戸市清掃の件、青少年交換募集の件
− ５ −

柳澤正敏君／結婚記念のお祝いを頂きまして、あ
会員53名

義務会員44名

免除会員 9名

りがとうございました。何となく、うまく毎日が

出席43名

義務会員37名

免除会員 6名

過ぎて行きますが、これも皆様方との、おつき合

仮欠10名

義務会員 7名

免除会員 3名

いのお陰と思っております。

伊原清良君／入会記念と妻の誕生日のお祝い頂き
草野

進君

奥村

祐二君

島村

善行君

平松

徹君

ました。妻は息子と２人で９月の中旬にロスアン
ジェルスに行く予定です。次女にイチローと松井

中田智次郎君

土、
肥伸一郎君

の対戦カードを手配させています。

加藤

栄君／誕生日のお祝いありがとうございま

した。

中山

政明君

松戸中央ＲＣ

８月26日

澤田

正宏君

松戸中央ＲＣ

８月26日

三国

大吾君

東京新宿ＲＣ

８月27日

中澤雅彦君／入会祝いいただきましてありがとう

山田

達郎君

米山記念奨学会委員会 ８月28日

ございます。これからも宜しくお願い致します。

下田由起男君

地区インターアクト合同会議

８月24日
小林

登君／この花のようにきれいだよ！ロータ

本日出席率

86.0％

リーから花が届いた愛妻の誕生日に、口ごもりな

先々週出席率修正

90.20％→92.16％

がら言っている私が見えます。ありがとうござい
ます。

湯浅

健司様

松戸東ＲＣ

渡辺

剛様

松戸東ＲＣ

ニコニコBOX

当日￥55,000 累計￥300,000

財

当日￥ 4,150 累計￥ 38,571

団BOX

文責／山田（達）

、
土
屋亮平君／家内の誕生日のお祝を頂きまして。

森田

力君／誕生祝いありがとうございました。

昭和ヒトケタも二人になりました。

小泉勝司君／72回目の誕生祝を有難うございま
す。ゴールが見えて来ましたが、もうすこし頑張
ります。
− ６ −

