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今月は国際ロータリーの定
めるところの親睦月間であり
まして、松戸クラブは毎年、
6月に親睦旅行が組まれるこ
とが恒例となっております。
そして、その旅行の前の例会
で親睦委員長が卓話をすると
いうことも恒例になっており
ますので、本日も例年同様、
「親睦活動について」
というテーマで今年１年間を振り返りながら感じ
たこと、そして後半は次週の旅行についてをお話
しさせていただきたいと思います。
私は平成21年２月、杉浦裕会員のご紹介を受け、
草野会長のときの入会だったので、まだ丸２年し
か経っていません。つまり、まだまだ「ひよっこ
ロータリアン」でありまして、ロータリーのこと
は何もわかっておりません。そんな経験のない
「ひよっこ」でありながら、本年、伊原会長から
クラブの要である親睦委員長を拝命しました。本
当に何もわからない中で本年度が始まりました
が、いままで親睦委員長を経験された山田会員、
林会員、森田会員にいろいろ指導をいただきなが
ら何とか本日まで至りました。
今年の親睦委員会のメンバーは、本年度に入会
された５名の新入会員を含めますと総勢13名で
す。52名の会員でその中の13名が親睦委員なので
ありますから、松戸ロータリークラブの一大勢力
であります。これだけ多くのメンバーを預けてい
ただいたわけですから、私なりに親睦メンバーに
はもっとロータリーを好きになってもらおう、私
自身ももっとロータリーのことを学ぼうという一
心で活動させていただきました。
親睦メンバーにはロータリー歴を問わず、例会
で司会を担当していただきました。年末恒例のク
リスマス例会においても、企画、進行、それこそ
雑用までやっていただき、また、夫人の会の皆様
にもご協力を頂き、楽しいクリスマス例会ができ
ました。ありがとうございました。
また、年度当初インフォーマルミーティングを
１回開催いたしました。前年度、今年度当初、入
会された新メンバーの方々に松戸ロータリークラ
ブに少しでも早く理解をしていただけたらと思い
歓迎会を開催いたしました。
残念ながら、恒例のホテルザ・マンハッタンの

移動例会は中止になってしまいましたが、企画の
段階で大変お世話になりました湯本社長はじめ、
ホテルの方々にも心から御礼を申し上げます。
また、本年は親睦委員が全員対象となっている
職業奉仕研修会がおこなわれました。土、
屋委員長、
中山副委員長、森田委員長から、職業奉仕につい
てのお話や、ロータリーに対する疑問など、適切
な導きをいただくことができました。これも、本
年度の親睦委員会の特徴だったと思います。
さて、次回の例会は、千葉県鴨川市にあります
鴨川館で例会をおこないます。千葉県を代表する
観光スポットである「鴨川シーワールド」また、
最近、亀田病院で知られる鴨川市は、房総半島の
南東部、太平洋側に位置し、君津市、富津市、勝
浦市などと隣接しています。主な観光地が海側に
集中している一方、西側には山に囲まれ、田畑が
広がっています。また、温暖な気候と美しい海岸
線などの豊かな自然環境に恵まれ、日蓮聖人ゆか
りの史跡が数多く残されています。また、その偉
大な足跡に触れようと、信徒のみならず、数多く
の人たちがまちを訪れています。また、今回、十
日会が開催される勝浦東急ゴルフコースの勝浦市
は最近、雑誌なので取り上げられている勝浦たん
たん麺での町おこしが有名です。ぜひご賞味くだ
さい。
すでに申し込みを締め切らせていただきました
が、現段階でご出席いただける会員が義務会員数
44名中33名の出席、免除会員８名中２名の出席で
す。親睦旅行としては私が入会してから最高の出
席率になりそうです。これも先輩諸兄、親睦メン
バーの皆様のお陰と心から感謝を申し上げます。
親睦旅行例会は、本年度の打ち上げ旅行という
意味もありますが、会長、幹事に対する慰労の会
でもあります。美味しい料理、美味しいお酒をい
ただきながら、今年を振り返りながら伊原会長、
松田幹事を慰労したいと思っています。
当日の例会の点鐘は18時でございます。現地集
合となっておりますが、現在、電車で行かれる方
が２名、その他の方はお車でのご来場となってお
ります。お車での乗り合いに関しましては、私の
ほうで微調整することも可能ですのでまだ交通手
段をお決めでない方はお声掛けいただければと思
います。
当日、勝浦カントリー倶楽部にて恒例の十日会
ゴルフコンペをおこないます。こちらは申会員が
仕切っております。どうぞお気をつけてお越しに
なってください。
この１年間、親睦委員長を拝命し、皆様のご指
導のお陰で、更にロータリーが好きになりました。
これも、好き勝手にやらせていただいた伊原会長
のお陰と感謝と御礼を申し上げまして
整いませんが卓話とさせていただきます。

− ２ −

ロータリーを知っている者はロータリーを好
きな者にかなわない。
更に、ロータリーを好きな者はロータリーを
楽しんでいる者にはかなわない。

米山奨学生の劉薇（リュウ
ビ）さん、ようこそお越し下
さいました。青島（チンタオ）
のある山東省のご出身だそう
であります。先程、米山カウ
ンセラーの島村俊充会員の豪
邸に、もう行ったのかの質問にはまだ行っていな
いとのことでした。色々と制約があるとのことで
した。どうぞ、ごゆっくりお過ごし下さい。
職業奉仕として報告しますが、昨日5月31日は、
当社・雪和食品の決算日でありました。大震災な
ど厳しい経営環境でありましたが、お陰様をもち
まして、形としては増収増益で着地することがで
きました。今期の見通しとしては9月に馬鈴薯の
新物ができるまで品薄で商いが薄くなります。小
麦粉はパン用の強力粉が6月下旬から値上がりし、
製品のパン粉の値上がり完了するのが9月下旬と
なりそうであります。原料高の製品安となる見込
みです。融資の返済が滞ることのない様に人事を
尽くします。
6月はロータリー親睦活動推進月間であります。
本日の卓話は杉浦章浩会員の「親睦活動について」
であります。昨日は杉浦章浩会員のお兄様の平成
20年に松戸市議会議長になられた、杉浦誠一議員
に松戸保健所にちょっとした用事があり、すぐに
担当者をご紹介して頂きました。私が35歳で入会
した松戸青年会議所では会員親睦委員会に配属さ
れました。その委員長が杉浦誠一さんでした。副
委員長は加藤栄会員、加藤会員は今般、松戸法人
会の会長に就任されたそうであります。おめでと
うございます。そして理事長は宮間松戸市長のご
子息の宮間芳夫さん。担当副理事長は松戸西ロー
タリークラブの石井弘さん。迫力ある顔をしてい
ましたので私より年上と思いました。親睦という
のはとにかく楽しいものであります。論語に、

［之(こ)れ 如(し)かず＝及ばない］ とあります。
次のように読みかえることもできます。
仕事を知る者は仕事を好む者に及ばない。仕事
を好む者は仕事を楽しむ者に及ばない。
人生を知る者は人生を好む者に及ばない。人生
を好む者は人生を楽しむ者に及ばない。

という言葉があります。若い杉浦委員長、松本
委員長たちを見ていて、確実に報われていると思
われます。色々とよくやってくれています。感謝
しています。来週の旅行がとても楽しみです。

①
②
③

ロータリーの会計ソフト導入の件
公式訪問の件 ７月20日に決定
その他

承認

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①本日例会終了後理事会を
開催します。
②５月29日 江戸川クリー
ン大作戦に雨の中、松本
幸夫会員、篠宮功会員が出席されました。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①ロータリー財団より地域セミナーの案内が届
いております。
８時〜
日時 ６月30日
場所 グランドプリンスホテル高輪
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
６月15日 〜16日 の例会は親睦旅行に変更
場所 熱海 ニューさがみや
６月22日 の例会は夜間移動例会に変更
点鐘 18：30
場所 びわ亭
６月29日 の例会は定款第６条第１節により
休会

− ３ −

・我孫子ＲＣ
６月14日 の例会は家族親睦例会に変更
場所 会津若松〜芦ノ牧温泉
６月28日 の例会は新旧交代式のため夜間例
会に変更
点鐘 18：30
場所 鈴木屋本店

会員52名
出席40名
仮欠12名

田中 忠行君
川並 芳純君
土、肥伸一郎君

５．その他報告
特にございません。

義務会員43名
義務会員35名
義務会員 8名

島村
林
飛田

免除会員 9名
免除会員 5名
免除会員 4名

善行君
希一君
勤君

大川 吉美君
中田智次郎君

本日出席率
83.33％
先々週出席率修正 87.76％→89.80％

りゅう

劉

【入会】平松
徹君
平成19年6月13日（4年）

【入会】車田 善教君
平成22年6月23日（1年）

び

薇様

米山奨学生

小林孝數君／誕生日祝いを頂戴し有難うございま
した。後期高齢者医療被保険者証が届きました。
高年・晩年・老年…なんど呼ぶのでしょうか。
小川 一君／結婚記念日のお祝いありがとうござ
いました。

【誕生】小林 孝數君 25日

【結婚】申夫妻 10日

松葉則明君／ワイフにバースデープレゼントをい
ただき、ありがとうございます。
車田善教君／入会記念のお祝いありがとうござい
ます。皆さんのおかげで何とか続けていられます。
引き続きよろしくお願いします。

【結婚】小川夫妻 11日

【結婚】松本夫妻 26日

■会員誕生日

川並

芳純君

28日

■ご夫人誕生日

飛田 真弓様
松葉 幸子様

5日
23日

■結婚記念日

安井夫妻

10日

平松 徹君／入会記念ありがとうございました。
あっという間の４年間でした。まだよくわかって
いないのですが、「奉仕」について、少しわかり
かけてきました。これからも、あせらないで少し
ずつ理解しながら取り組んでまいります。今後と
もよろしくお願い申し上げます。
松本幸夫君／結婚して丸18年が経ちました。お祝
いをいただきましてありがとうございました。
申
權君／結婚記念日を頂きありがとうございま
す。我々も早32年に成りますが、遊ぼうと云うと、
…遊ぼうという答えはなく、…頑張っております。

りゅう

米山カウンセラー 島村会員

米山奨学生

劉

び

ニコニコBOX

当日￥ 43,000

累計￥1,186,000

財

当日￥ 4,281

累計￥ 158,077

団BOX

文責／澤田

薇様
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