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に頂き、大変お世話になり、本年度新入会員のオ
リエンテーションにつきましては、非常に熱心に
聞いて頂き、ロータリアンの心得を良く理解して
頂きました。感謝申しあげます。会員のかたでロ
ータリーに関する疑問点などありましたら、情報
委員会の多くの会長経験者の委員会である、ロー
タリー情報委員会の委員の皆さんにお尋ね下さ
い。１年間有難うございました。

私はＳＡＡとして食事の改
善に注力しました。食事は銀
座アスター、寿司清、つきじ
植むらという３軒のローテー
ションとなっておりますが、
店では旨いのにクラブの例会ではもう一つと感じ
ておりました。交渉の結果、つきじ植むらは食器
の関係もあって他の食事は提供しづらいとのこと
でしたが、銀座アスターと寿司清については改善
しました。１年間、ありがとうございました。

１年間有難うございまし
た。今年のRYLAセミナーは
再び歩行ラリーとなり、「平
成の名水百選 城と生きた水
の里 久留里」をテーマに実
施されました。伊原会長の会社の方に御参加賜り
ました。ありがとうございました。次年度は林会
員が委員長とのことですので、宜しくお願いいた
します。

本年度のクラブ奉仕委員会
としては、親睦委員会を始め
として各委員会が概ね委員会
活動を全うしたと考えます。
通年であれば年初、各委員長
に集まってもらいミーティングをした上で１年間
の計画等を検討するのですが特別ミーティングを
行わなくても粛々と委員会活動に従事して頂けま
した。
又、クラブ協議会の司会進行の役割もありまし
たが無事１年間を全うできました。反省点として
は本来クラブ協議会は各委員長からその時々の活
動状況を発表して貰い委員長を始めとするクラブ
メンバーがクラブの動きに付いて共通の認識を持
って貰うことが目的ですが果たしてそれが出来た
かどうかは問題でした。やはりクラブ協議会の参
加をクラブメンバーの一人ひとりにまで広げて行
くことも大事だという反省も残りました。
余り活発でなかった当委員会に対しクラブメン
バーの御配慮と御支援を心から感謝いたします。

本年度のプログラムと卓話
の充実により、ロータリー情
報としてのお話の機会は２度
ばかり頂きました。同時に松
本委員長によります、ロータ
リーの友、についての詳しいお話を毎月第一例会

現状は市立松戸に２人、県
立松戸に１人の合計３人で
す。すべて３年生ですので、
来年度はいなくなります。今
年は活動ができませんでし
た。

松戸ロータリークラブとし
ては、初めて社会奉仕委員会
の中に環境委員会が出来まし
た。織田吉郎ガバナーの要請
もあり、ロータリークラブ内
に環境に関する「哲学」や「知恵」を持ち込むた
め卓話１回、３分卓話２回を行ないました。当面
の活動計画は実施できたものと思っております。

− ２ −

を挙げておられますので、よろしくお願いいたし
ます。
昨年10月、皆様に御協力い
ただき、寄付金をほぼ例年並
の金額で終了いたしました。
本当にありがとうございまし
た。

2011−2012年度国際ロータ
リー・クラブ カルヤン・バ
ネルジー会長は年度のテー
マ、自分自身の見つめなおす
こと、すなわち「こころの中
を見つめよう 博愛を広げるために」のテーマを
実践していただきたいと述べています。
自分の心が平和であれば、家族が…地域が…世
界が平和になる。強調事項として
１、家族 ２、継続 ３、変化 を挙げています。
山田ガバナーは、地区方針に「より強力な 魅力
あるクラブに」
地区の10項目の重点目標を
1、 五大奉仕部門への理解と実践
2、 10％の会員増強
3、 会員研修の充実
4、 クラブ例会の充実
5、 職業奉仕の重要性の再確認
6、 社会奉仕部門での新規事業の立ち上げの
検討と実践
7、 国際奉仕活動への関心と実践
8、 新世代の健全な育成
9、 ロータリー財団と米山記念奨学会への理
解と協力
10、 RI国際大会参加の推進

次年度に向けて、でお話しましたので改めて申
し上げることもあまりありませんが、時間をいた
だきましたので、いくつか補足して申し上げます。
安井ガバナー補佐から地区のことについては、
要望や依頼があると思いますが、研修委員会を設
置したのは2790地区で当クラブのみだったそうで
す。
研修は今年度も湯本委員長のもと、中山職業奉
仕委員長他の御指導を得ながら行ってまいりたい
と考えております。
新世代への事業としては、高校の授業料無償化
により昨年は奨学生の新規募集は行わず、松戸高
校への音楽支援に軸足を置いた活動になりました
が、松戸ロータリークラブ奨学金は独自の事業で
あり、理事会に諮って被災者支援も考えながら続
けていきます。
ガバナー会としては、年度をまたがる委員会と
して東日本大震災被災者支援委員会を立ち上げて
今後も義損金のお願いをする方針のようですが、
その対応を考えなければなりません。
７月の例会後の初理事会において協議したいと
思いますので、新理事を始め会員の皆様よろしく
お願いいたします。

青少年交換委員会の委員長ををさせていただき
ました小林登です。伊原会長から「今年は少し羽
を休めていいよ」と言われ、この一年間ずっと羽
を休めていました。そのため、特に活動といった
ものは行っておりません。
とにもかくにも、一年間お世話になりました。
ありがとうございました。

ロータリー財団委員会の小串委員長より、ロー
タリー財団奨学生を希望していた電通に勤務の富
田さんから辞退の連絡がありました。大震災やそ
の他の条件が重なり、残念なことであります。申
請当時、土、屋亮平会員、杉浦裕会員、小林孝数会
員には面接していただきました。
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。
各委員長のご挨拶と常盤会
長エレクトと挨拶が続いてい
ます。

『地域を育み、大陸をつなぐ』のテーマのもと、
第2790地区の職業奉仕委員会の６名の方々と台湾
に行ってまいりました。李登輝総督閣下にお会い
してまいりました。天和ロータリークラブには松
戸市長よりの感謝状やお土産を手渡してまいりま
した。

− ３ −

昨晩、ある人に「ロータリークラブの会長。た
かが１年、されど１年だよな。
」と言われました。
いよいよ、あと２回の例会になりました。なんと
いっても、この一年には大震災がありました。お
手元のプリントは、『致知11月号』です。アサヒ
ビール名誉顧問 中條高徳さんの巻頭の言葉で
す。『大徳寺の音禅法要』とあります。大震災の
10ヶ月前の話であります。私の菩提寺の栄松寺の
本山は大徳寺
です。五十嵐
清雪住職は文
中の高田明浦
管長のもとで
修行されたそ
うでありま
す。まさに今
回の大震災を
予言している
ようで鳥肌が
立ちました。
その時、高田管長の大音声党内に響きわたる。
地球震動して波瀾を起こし
散宅破家芥塵に帰す
為に奏でる鎮魂と平穏の事
万邦友愛共に隣と成さん
平和の息吹が大方丈に満ちみちていた。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
特にございません。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
①島村トータル･ケア･クリ
ニックより「生活習慣病ゼミナールin松戸」
共催のお礼。
②聖徳学園学園葬日程のお知らせ
13時〜
６月26日
③第34回RYLAセミナー報告書が届いています。
３．他クラブ会報・その他
会報が柏ＲＣ、旭ＲＣより届いています。
４ 例会変更の連絡
・柏西ＲＣ
７月１日 の例会は夜間例会に変更（新旧役
員交代式）
点鐘 18：30
５．その他報告
特にございません。

更に湯本高之会員から、『靴みがきの少年』と
いう切り抜きを頂きました。日本経済新聞 平成
20年１月18日の夕刊 『あすの話題』 です。筆者
は防衛大学校長・五百旗頭 真さんです。私は五
百旗頭氏を個人的に好きではありません。小泉首
相の靖国神社参拝に異議を唱えました。そんな人
が防衛大学校長ですから靖国神社の英霊たちも浮
かばれないというものです。でも、『靴みがきの
少年』の文章は好きだし、これも震災直後と同じ
シーンのような気がします。湯本会員ありがとう
ございます。
「どうして食べないの」と訊ねると、「家に妹
がいるのです」。年齢を聞くと「三才で、まり子
といいます」。少年自身は七才だという。 （中
略） 世界のどこの子供がこんな風にできるのだ
ろうか。富士山がよく見える焼け野原の東京。モ
ノとしての日本は消失した。しかし日本人の精神
は滅んでいない
のではないか。
片隅の少年があ
んなに立派に振
舞えるのだ。日
本はこれで終わ
らない。必ず蘇
る。そう確信し
たというのであ
る。
− ４ −
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