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織田ガバナーより、近年ロ
ータリーを勉強する場が少な
い。「職業奉仕」を最重点項
目としたいので協力して欲し
いと言われた。PETSでクラ
ブ内に研修委員会を作ることを要請されたが、県
内で松戸クラブのみが対応されたと報告を受けて
いる。一年間充実した研修ができたものと自負し、
それが、IMの場でも大いに発揮された。「最もよ
く奉仕する者、最も多く報いられる」。職業奉仕
は商売繁昌への秘訣であることを基本に、今後も
職業奉仕に取り組んで欲しい。

本年度、会長方針で市立松
戸高校に楽器を贈呈した。こ
れが一番の事業となった。市
立船橋、市立柏高校などは、
聞くところによると熱血教師
が転勤なく指導にあたるとのことで、本日正木校
長から合唱で市立松戸でも実績ある先生が来られ
たと、明るい話を聞くことができた。教育環境に
一役を担えたものと思う。

こんにちは、国際奉仕委員
会の小川一です。先ほど伊原
会長から、「ケニヤ親善大使」
とご紹介をいただきました
が、今年度も９月後半にアフ
リカへ行ってまいりました、ケニヤ訪問の際には
クラブ並びに各会員の皆様より沢山の支援金のご
寄付を頂き本当に感謝いたします。皆様の想いと
共に現地へ届けて参りました。また３月の震災後
にはケニヤ支援でお世話になっているNPOの方た
ちと、気仙沼の復興支援にも行かせていただきま
した、このような活動に関われた事に感謝をいた
します。また姉妹クラブの台北天和ロータリーク
ラブとの窓口として一年間やらせていただきまし
た、一年間本当にありがとうございました。

今年度の平均出席率（５月
現在）は87.82％でした。目
標の90％は達成できなくて残
念でなりませんが、この一年
間関係各委員会及び会員の皆
様方には、例会等への出席に関しまして、御理解
と御協力をいただき誠に有難う御座いました。又、
私自身の出席率の悪さや委員会運営に関しまし
て、いたらぬ点が多々ありましたことを反省しお
詫びを申しあげます。これからは、この反省と自
覚を踏まえて一会員として極力例会を欠席しない
よう心掛けるつもりです。一年間、本当にお世話
になりました。

申副委員長とともに一年間
活動してまいりました。卓話
をされた方の御協力と、委員
会メンバーの努力により、一
年間会報を発行してまいるこ
とができました。ロータリーの友に関しても、何
とか12回紹介をする事ができ、大変勉強になりま
した。

プログラム委員会委員長と
して一年間を務めさせていた
だきました。当初は外部卓話
者を多く予定していこうと考
えておりましたが、伊原会長
より会員の中から出来るだけ卓話をしてもらいた
いとの意向がありました。いざ会員の中からとな
ると一年間のプログラムがはたして組めるのだろ
うか不安がありましたが、幸い多くの新入会員の
方々がおりましたので、年度の前半に卓話を予定
させていただきました。その後は私から卓話を依
頼しますと皆さん快く引き受けていただき中には
会員の方から卓話の依頼をいただくこともありま
した。恒例ではありますが、松戸市長、松戸警察
署長をお招きし、若林正人
氏をお迎えしての例会も開
催することができました。
これも伊原会長をはじめと
する会員皆様のご支援ご協
力によるものとして大変感
謝しております。一年間お
世話になりました。
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会員選考・増強委員長とク
ラブ研修委員長の森田です。
会員増強に関しては、年当初
に６名の増強を目標にしまし
たが、結果としては、５名の会員増強（純増２名）
という実績で終わりました。クラブ研修に関して
は、先ほど土、屋委員長よりご報告がありましたが
クラブの新設委員会として、職業奉仕委員会と連
携をし、入会５年以下の会員を対象に、クラブと
しては初の試みとなる「職業奉仕研修会（インフ
ォーマルミーティング）」を開催しました。対象
者30名が、ロータリーの根幹である「職業奉仕」
とは何なのかを考える機会を得られ、また、私自
身にとってもロータリーを
見直すことができ、大変、
有意義な一年だったと思い
ます。２つの任務を果たし
た今、改めて伊原会長、土、
屋委員長、委員会の皆様に
感謝と御礼を申し上げます。
ありがとうございました。

松戸東ロータリークラブの
渡辺剛様、ようこそお越し下
さいました。ごゆっくりお過
ごし下さい。松戸市立松戸高
等学校の校長・正木昌治様よ
うこそお出掛け下さいまし
た。過日、川並芳純会員が千
葉県の高校・校長会でご一緒して来訪が実現しま
した。ちょうど本日は千葉県民の日で学校がお休
みだそうです。『地域を育み』のテーマに基づき、
社会奉仕委員会と新世代ための委員会（音楽支援
委員会）との合同で、昨秋に松戸市長、教育長の
参列を得て、市立松戸高等学校の吹奏楽部と合唱
部に楽器の寄付をさせて頂きました。そして、本
年の3月16日のマンハッタンへの夫人同伴・移動
例会では合唱部の澄んだ歌声を皆様にお聞かせす
る予定でした。今思えばとても残念です。今後の
熱血校長先生のご奮闘をご期待申し上げます。
冨田会員おひさしぶりでございます。過日、耳が
やや遠くなった家内がお世話になりました。あり
がとうございました。私は年とったら自分の都合
の悪い話は聞こえないふりをする予定であります。

親睦旅行、親睦活動委員会の皆様、ご苦労さま
でした。旅行というものは、おやすみなさい。お
はようございます。お酒、お風呂と普段と違う空
間を味わうことで様々なネットワークが広がって
まいります。若い会員もキャリアのある会員も含
めて、ロータリーはそれ自体で最高級な異業種交
流といえます。宴会で舞踏を観ながら、合いの手
の三味線お姐さんがいなくて残念なことにテープ
でした。我がクラブには人間国宝の孫弟子の杵屋
流・三味線・名取が二人います。酒席ではやるか
やらないか、高額なギャラのなど問題もあるかと
思いますが来年は是非とも検討してみて下さい。
誰だい、『聞かずが華だよ。』なんて言う奴は。
最終理事会で会計の決算・ソフトを採用するこ
とをご承認いただいたところ、松戸東ロータリー
クラブで使っているソフトを譲ってくれる話があ
ります。後日報告いたします。
昨晩は、第12分区の会長幹事、ガバナー補佐、
補佐幹事の新旧引継ぎ会がありました。総勢24名
です。にぎやかに、『ゆく年・くる年』です。
今例会より、『四大奉仕はじめ各委員長のご挨
拶』です。クラブ奉仕は松戸法人会会長。職業奉
仕はパストガバナー。社会奉仕は松戸商工会議所
会頭。国際奉仕はアフリカのケニヤ親善大使です。
こんな贅沢な布陣はありません。昨年の2月頃に
開催された、分区のインターシティ・ミーティン
グの時に土、屋亮平会員に次年度の職業奉仕委員長
になってくださいませんかとお願いしました。恐
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る恐るでした。「佐藤千寿さんの話しをして下さ
い。」
「千寿さんはともかく職業奉仕委員長、了解
しました。」「有難うございます。」2790地区の織
田吉郎ガバナーも職業奉仕中心主義。最枢要委員
会の位置づけでありました。
都内でスポーツジムを経営していた知人が会社
を廃業しました。ノイローゼ的に夢をみるそうで
あります。『従業員が全員やめてしまう夢』だそ
うです。その知人は会社もやめ、当然ロータリー
クラブもやめました。私は、前回の例会で、当社
は増収・増益で着地しましたと報告しましたが、
昨年の9月に後継者と考えていた私の娘と娘婿が
会社を去っていきました。自分の恥かも知れませ
ん。9月頃です。ロータリーの新会長として平静
を装いました。ひとりになると、『ため息』ばか
りついていたかも知れません。私も男です。決算
日には、社員には僅かではありますが決算賞与を
支給しました。従業員の喜びは私の喜びと考えれ
ばどうでしょうか。8月には、65周年祝賀会を湯
本高之会員のホテルでささやかに開催します。
本例会は、麻雀で言えば南場の第2局。あとは
ラス前と大ラスであります。麻雀では、この辺で
頑張らないと勝ちは見えてきません。明日より、
土、屋亮平会員・中山政明会員・地区の職業奉仕委
員会の方々と台湾に行ってまいります。松戸市の
秘書課に台北天和ロータリークラブへの中国文の
感謝状を作成してもらいました。感謝の心を込め
て、手渡してまいります。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①６月８日 鴨川館移動例
会に多数の出席のお礼。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
①６月２日 「がんばろう!
第2790地区チャリティパーティー」
出席の御礼
当日のチャリティー額392,000円。
②「６･26ヤング街頭キャンペーン」の実施に
ついての依頼。
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
・松戸北ＲＣ
６月21日 の例会は家族移動例会に変更
点鐘 18：30
場所 ザ・クレストホテル柏
・松戸中央ＲＣ
６月23日 の例会は夜間移動例会に変更
点鐘 18：00
場所 玄米ダイニング元気 morimori
・松戸東ＲＣ
６月24日 の例会は移動家族例会に変更
点鐘 18：00
場所 松戸商工会議所

・柏ＲＣ
６月29日 の例会は最終夜間例会に変更
点鐘 18：30
場所 三井ガーデンホテル柏 ３F「天空の間」
・沼南ＲＣ
６月30日 の例会は親睦移動例会に変更
点鐘 ６月26日 〜27日
場所 伊豆方面
５．その他報告
ロータリー財団寄付金のお願い

【誕生】川並芳純君 28日

会員52名
出席44名
仮欠 8名

【結婚】安井夫妻 10日

義務会員43名
義務会員38名
義務会員 5名

免除会員 9名
免除会員 6名
免除会員 3名

田中
大川

忠行君
吉美君

島村 善行君
中田智次郎君

柳澤
浅井

正敏君
利明君

鎌ケ谷ＲＣ
６月２日
インターアクト会議 ６月21日

本日出席率
渡辺

剛様

加藤

栄君

89.80％
松戸東ＲＣ

冨田善治君／誕生祝ありがとうございました。
安井克一君／ありがとうございました。
川並芳純君／誕生祝いを有難うございました。47
才になります。だんだん50が見えてきて信じられ
ない思いです。まだまだ未熟ですが、今後とも宜
しくお願いいたします。
土、肥伸一郎君／十日会、久しぶりの優勝ありがと
うございました。天気には恵まれませんでしたが、
メンバーには大変恵まれ、楽しくプレー出来まし
た。又がんばります。
飛田 勤君／妻の誕生日祝に花を頂戴しました。自
分では贈れない品物です。ありがとうございました。

− ４ −

ニコニコBOX

当日￥ 35,000

累計￥1,221,000

財

当日￥ 5,016

累計￥ 163,093

団BOX

文責／加瀬

