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って、高い倫理観をもって他人の為に役立たせれ
ば、自ずと安定した収益を得られることは明白で
す。言い換えれば、己の職業を成功させると言う
ことは、社会に対し高い倫理観を尽くしたことを、
高く評価して貰うことに外なりません。
再確認すれば、会員個人の職業奉仕活動とは、
自分の職業に対し何か奉仕すると言うものはあり
ません。ロータリー的に言えば、「自己の職業に
対し奉仕の精神を遺憾なく発揮させること」に外
1942〜43年度にRI理事会は、職業奉仕に関して

なりません。即ち、職業は他人の為のものですか

『Service Through Busines−業務を通じての奉仕』

ら誠実、勤勉、公平を心掛け、各自が自信と誇り

と「公式に認められた宣言文」を決議しておりま

を以て臨めば、当然の結果として事業の繁栄は約

す。

束されます。

ロータリーで言う奉仕とは、必ずしも犠牲を伴わ

では職業奉仕委員会の任務はと問われるなら、

なければならないものではありません。

個人の職業の質や道徳心の向上を図るなど不可能

自己を滅却しなければ、奉仕出来ない様な慈善団

です。因って、職業奉仕委員会の責務は、職業奉

体・奉仕団体ではありません。

仕に顕著な実績を積んだ会員を公表したり、表彰

決議23〜34の第1項で「ロータリーは、基本的に

等を実施することがあります。又、全会員に対し、

は、1つの人生哲学であり、それは利己的な要求

各自が自己研鑽に励む様な手法を啓蒙したり、勉

と義務およびこれに伴う他人のために奉仕したい

強会を開いて会員の一層の向上を諮ることであり

という感情とのあいだに常に存在する矛盾を和ら

ます。

げようとするものである。この哲学は奉仕−『超
我の奉仕』の哲学であり、これは、『最も良く奉
仕する者、最も多く報いられる』という実践的な
倫理原理に基づくものである」とロータリーを明
確に定義づけて居ります。
ロータリアンは統べからく実業人、専門職業人で
あります。勿論その職業と言うものは、1つには、
他人の為に自分を役立たせる手段であり、残る1
つは、物質的利益を得る為の手段であります。因
− ２ −

を観ていました。

９月18日に、中山政明会員から連絡がはいり、
森のホールの大ホールで、ドリームコンサートと
いうチケットがあるから行こうと、当日言われま
東江戸川ロータリー

した。内容は松戸市立和名ヶ谷中学校と東京小平

クラブの三浦亮一様、松戸東

市の中学と習志野市立第五中学校のそれぞれの吹

ロータリークラブの渡辺剛

奏楽部のジョイントコンサートでした。来賓には、

様、松戸中央ロータリークラ

松戸市教育長と地元和名ヶ谷選出の河上茂県議。

東京

ブの渡辺勝様、ようこそ、お越しくださいました。

足立区に立正佼成会の普門館という、ホールがあ

どうぞごゆっくりお過ごし下さい。

ります。音楽大会における甲子園なのですが、そ

渡辺勝様の父上・渡辺芳松様は松戸ロータリー

の普門館でたびたび入賞されている常連校たちで

クラブの元会長であります。ご自身も松戸ロータ

すから聴いていても全く飽きることがありませ

リークラブに在籍されてから、松戸中央ロータリ

ん。中山政明会員はこのチケットを誰から入手し

ークラブの創立会員となられました。

たのかお尋ねしたら、松戸市立和名ヶ谷中学校の
吹奏楽部の顧問教師・上村二三子先生が中山会

先週は、富吉での新入会員の歓迎会、楽しく過
ごさせて頂きました。ありがとうございました。

員、島村俊充会員が入門されている、長唄三味線
の妹弟子であるとのことが判明しました。
島村会員が『杵屋五杏俊』、中山会員が『杵屋

担当された親睦活動委員会の皆様に感謝申し上げ

五杏政』という名取であります。なんと人間国宝

ます。

の孫弟子であります。中山会員に兄弟子として妹
２〜３日前に島田紳介が司会をしていたテレビ

弟子に稽古をつけてあげるのかとお聞きしたら、

番組に、市立柏高等学校の吹奏楽部が出演してい

人間国宝の孫弟子で名取ともなると、もう三味線

ました。審査員や視聴者が、それぞれのパフォー

での実技での指導なんかは、もうしないとのこと

マンスに対していくら支払うかという内容でし

でした。恐れいりました。

た。プロもアマも参加している中で、市立柏高校
10月４日

のブラバン１３７名がオオトリをつとめました。

地区大会記念ゴルフ大会に銚子の近

２曲を演奏したのですが司会の島田伸介が「自分、

くまで松田幹事の車で参加してまいりました。大

吹奏楽を聴いて泣いたのは初めてだ。心を合わせ

川会員、土、肥会員と伊原が選手として出場してき

て演奏することに感動した。
」と言っていました。

ましたが、猛烈な雷雨で９ホールでの競技になり

なんと、そのパフォーマンスについた金額が100

ました。私はパー、ボギー、ボギーと終了した時

万円を大きく越えました。市立柏高校のブラバン

点でゴロゴロときてトリプルの８。土、肥会員はパ

１３７名の中には、松戸市立第四中学校や松戸市

ー、パー、パー、ゴロゴロときて９でした。なん

立和名ヶ谷中学校で吹奏楽部に在籍していた実力

と度胸のある松田幹事はゴロゴロときたとたんに

がある生徒がたくさんいるのだろうと思って番組

パーでした。最終組だったのですがハーフもでき

− ３ −

ず、結局３ホール残してNR(ノーリターン)。大

仕」という一枚看板を掲げている団体は他にあり

川会員は別の組とラウンドし、ハーフ41。松戸ロ

ません。
本日は、2790地区でも職業奉仕の委員長をつと

ータリーは41×３でどうでしょうかと交渉。ダメ。

められている、土、屋会員の卓話であります。
ご静聴の程、お願い申し上げます。

10月は職業奉仕月間であります。人は誰でも初
めは自分のことしか考えない、他人のことなどか
まっていられない、という

Self

の時代。お

そらく1905年のロータリー創設の頃は、シカゴの
市民生活はあまりに

Self

だけのすさまじいも

のであったのでしょう。
自分のことばかり考えるのは、却って自分のた
めにもならない、他人と協調する方が自分のため
１．クラブ内、会議・連絡事

でもあるということに気付いてくる Fellowship

項等の案内

の時代に入り、志を同じくする者たちで連帯した。
ポールハリスであります。

①

更に他人と仲良くするだけでは共同社会の進歩

11月６日 、７日 の
地区大会、出席される方

はない、むしろ積極的に他人に奉仕することが、

はもう一度確認したいと思いますので申し出て

世の中を明るくする所以であると気付く Service

下さい。

の時代に移行していったのは、ご承知の通りであ

②

例会終了後理事会があります。

ります。
奉仕の生活というものは決してロータリーの専

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

売ではありません。古今東西いたるところに、無

①

私の、人のために尽くすという、立派な奉仕生活

10月15日 、ロータリー情報研究会に出席

の方は駐車場は伊勢丹に駐車して下さい。

を勧め教えるものは沢山あります。宗教・実践倫
理などであります。ロータリーの職業奉仕という

３．他クラブ会報・その他

考え方は、他の多くの団体にないロータリー特有

特にございません。

の主義主張で、いわばロータリーの金看板といっ
てもいい位のものです。言い換えればロータリー

４

例会変更の連絡

のロータリーたる所以は、この職業奉仕の考え方

松戸中央ＲＣ

があったからである、と言ってもいいくらい大事

・10月14日

な奉仕観念なのであります。

の例会は10月15日

の第12分区情

報研究会に振替

他の団体、例えばライオンズクラブですが、
LIONSのLはリバティ自由、Iはインテリジェンス
知性、ONSアワー・ネーション・セーフティ愛国

点鐘

14：00

場所

松戸商工会議所

・10月28日

を標語しています。「明るい社会へ身近な奉仕」、

休会

５．その他報告

ータリーのようにはっきりと「仕事を通じての奉
− ４ −

大会議室

の例会は定款第６条第１節により

「人類への奉仕」、「青少年への奉仕」などで、
各々に特徴ある理念を打ち出しておりますが、ロ

５Ｆ

特にございません。

①

【結婚】湯本夫妻 28日

プログラムについて
別紙の通り

加瀬

良江様

3日

音楽支援の件

島村

圭子様

24日（島村俊充夫人）

杉浦会員に支援委員長に決定

杉浦貴美子様

■ご夫人誕生日

②

30日（杉浦

裕夫人）

平松 裕子様 30日

③

米山梅吉記念館寄付の件
■結婚記念日

￥5,300に決定

④

加納

夫妻

4日

橋口 夫妻

10日

バナーの件
100本に決定

⑤

テーブルマスター制度の導入

⑥

その他

【入会】森田
力君
昭和52年10月5日（33年）

【誕生】下田由起男君 1日

【結婚】山田（達）夫妻 9日

【入会】斎藤 重久君
平成3年10月2日（19年）

【誕生】田原

晨暁君 19日

【結婚】斎藤夫妻 16日

− ５ −

会員53名

義務会員44名

免除会員 9名

出席38名

義務会員33名

免除会員 5名

仮欠15名

義務会員11名

免除会員 4名

田中

忠行君

鎌倉

康裕君

常盤

映彦君

島村

善行君

小川

一君

橋口

和幸君

中田智次郎君

澤田

正宏君

飛田

勤君

鈴木

昌広君

織田

信幸君

鎌ケ谷ＲＣ

土、肥伸一郎君

９月30日

本日出席率

77.55％

先々週出席率修正

82.0％→84.31％

三浦

亮一様

東京江戸川ＲＣ

渡辺

剛様

松戸東ＲＣ

渡辺

勝様

松戸中央ＲＣ

森田

力君／入会記念のお祝いありがとうござい

ます。

杉浦

裕君／妻の誕生日祝いありがとう御座居ま

した。最近体も良くなってゴルフ陽気になって来
ましたので、又仲よく行きたいと思っています。

斎藤重久君／結婚記念日と入会祝いありがとうご
川並会員

ざいました。

島村俊充君／妻の誕生祝いをいただきありがとう
ございます。

小川

一君／ケニアでのミッション無事に終了。

今帰路の途中です。二泊三日の移動はいつもなが
らさすがに長いです。退屈を楽しんでいます。

湯本高之君／おかげ様で30数回目の結婚記念日を
安井会員

むかえることができました。ありあとうございま
した。

田原晨暁君／お祝いありがとうございます。合掌

山田達郎君／「初心忘るべからず」と心に言いき
かせ、妻に感謝を言いたいと思います。ありがと
うございました。
松本会員

加瀬

仁君／妻の誕生日のお花ありがとうござい

ます。予期しないプレゼントに大変喜んでおりま
した。今後ともよろしくお願い致します。

松葉会員

ニコニコBOX

当日￥60,000 累計￥376,000

財

当日￥ 3,580 累計￥ 53,483

団BOX

文責／浅井

杉浦（章）会員

− ６ −

