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立ち上げの検討と実践
「決議23〜34にロータリー・クラブは毎年
度、何か一つの主だった社会奉仕活動をそ
れもなるべく毎年異なっていて、その会計
年度内に完了できるようなものを後援する
ことが望ましい」とあり、地区内各クラブ
で、新規の事業を是非検討しできれば年度
内に立ち上げて頂きたい。
その他
・各クラブ10％の会員増強（今年度最大の
目標とする。
・会員研修の充実
・クラブ例会の充実
・五大奉仕部門への理解と実践−クラブ委
員会数の見直し
・ロータリー財団と米山記念奨学会への理
解と協力
・職業奉仕の重要性の再確認
・RI国際大会参加の推進

ガバナー補佐として
の役割
第2790地区では2001年〜
2002年からDLP（地区リーダ
ーシップ・プラン）を取入
れました。この時から複数ク
ラブ合同で公式訪問を行っても良いことにな
りました。
要するにDLPとはガバナーがその役割を確実
に実行できるように、担当クラブの情報を補
佐が把握して、地区レベルとクラブレベルで
ロータリーの充実化を図ることを目的として
います。
充実化を図るという事は、一体どの様な事
を考え実行してゆくのか、各クラブの皆さん
と一緒に探ってゆきたいと思います。

扨て、補佐幹事に山田会員、会長の取り計ら
いでクラブから織田会員が特別にクラブと私の
パイプ役として御支援を頂けることになりまし
た。就任の挨拶と改めて、クラブの皆様の御協
力を何とぞよろしくお願い申し上げます。

山田ガバナーの方針
「より強力な魅力あるクラブに」
10項目の重点目標を掲げました。
この中で３項目程特徴をあげますと、
新世代の健全な育成
昨年の７月１日より四大奉仕部門に青少
年奉仕部門が加わり五大奉仕部門になりま
した。今年度はRYLA委員会、インターアク
ト委員会、ローターアクト委員会は新世代
委員会の中に設置して活動内容に変更を加
えるものではない。
青少年交換プログラムは新世代奉仕部門
に区分されていますが、第2790地区では従
来から国際奉仕部門に区分されているので
今年度もその区分を踏襲します。
各クラブで社会奉仕部門での新規事業の
− ２ −

会長エレクトの加藤です。
今年一年は、伊原元会長から
引き継いだ常盤会長の動きを
良く観察し、来年につなげて
いきたいと思います。一年間
よろしくお願いします。

本年度、松戸ロータリーク
ラブの幹事を務めさせていた
だくことになりました中澤で
す。
幹事として分からないこと

が多分にありますので、皆様にはご迷惑をお掛け
することもございますが、この重責を一生懸命務
める所存であります。
私自身の心構えとしては、いつもロータリー活
動を楽しみながら幹事としての職務をスマートに
そして爽やかにこなしていけたらと考えておりま
す。
会員の皆様には大変お世話になることと存じま
す。何卒宜しくお願い申し上げます。

クラブ奉仕委員会の任務
はクラブの円滑な運営を図
り、会員相互の横の繋がり
や友情を色々な面で下支え
していくことです。
実務的には、親睦委員会や会報・雑誌委員会
など各委員会の支援があってのことですので、
このような関連委員会の各委員長の方々と相談
しながらやってきたいと思っております。

本年度、職業奉仕委員長
を拝命いたしました、中山
です。
昨年度はこの委員会の副委
員長を土、屋委員長のもと務めさせて頂きました
が、本年はより多くを勉強し、又自己修練する
ようにとの、常盤映彦会長命にて委員長をお引
き受けいたしました。
昨年度に引き続き地区の職業奉仕委員もお受
けいたしておりますので。より自己研鑽をかさ
ねたいと思います。
活動につきましては、クラブ活動計画書に書
きおきましたが、今年もクラブ研修委員会の委
員長の湯本高之委員長とともに合同研修会を企
画したいと思います。
本年の委員にはベテランの小泉勝司先生、職
業奉仕を正に実行し、実績のある，申会員を配
し、頑張りたいと思います。
皆様のご協力をお願いしご挨拶といたします。

次年度の社会奉仕委員長を
仰せつかりました平松でござ
います。初めての委員長でよ
くわかっておりません。いろ
いろとよろしくお願いいたし
ます。
まず、社会奉仕委員長の任務・目的ですが、ロ
ータリーにおける社会奉仕とは、ロータリアンす
べてがその個人生活・事業生活・及び社会生活に
奉仕の理想を適用することを奨励、育成すること
であると考えております。
今年度は、３月11日に東日本大震災がありまし
た。まず、それに対する対応が社会奉仕としては
大変大切と考えております。
具体的計画としましては、東日本大震災からの
復興に対して、「松戸市」と連絡を密に取り、
「松
戸ロータリー」で何ができるかを検討し、できる
ことを実行していきたいと思います。
また昨年同様、青少年育成についても取り組ん
で参ります。
具体的には、青少年との交流を図り、より多く
の対話の機会を作ると共に、「新世代のための委
員会」の林委員長、「松戸RC奨学基金委員会」の
太田原委員長と連携協力し青少年の育成に努めた
いと思います。
また、例年同様、地域社会のニーズに応えるべ
く、人間尊重、地域発展、環境保全、共同奉仕を
考慮し、効果的な社会奉仕活動に取り組みます。
具体的には、「松戸市」の推奨する「もったい
ない運動」に積極的に参加協力し、また、「日本
赤十字松戸」出張所の献血ルームにおいて、会員
及び会員企業に対し、献血に積極的に参加するよ
う呼びかけます。
以上簡単ではございます。私の所信でございま
す。

常盤会長より言われた11月
16日に天和ロータリーより松
戸に来て頂き、３月に松戸か
ら天和ロータリーに行くこと
になると思います。そのとき
会員の皆様に協力を頂くことになると思いますの
で宜しくお願いします。一年間よろしくお願い
します。

− ３ −

１号議案

ガバナー公式訪問について
中澤幹事より説明。

本年度の会長挨拶は活動計
画書に載せてありますので、

２号議案

上期会費について
原案通り承認。

ガバナー補佐の御挨拶もござ
いますので重ねてここで申し
上げることは割愛いたしま

３号議案

代理中澤幹事より説明があり承認。

す。
「心の中を見つめよう

８月プログラムについて

博愛を広げるために」
４号議案

が今年度のテーマです。

ロータリー奨学金について
太田原委員長より説明。継続審議

前年度会長の伊原会員のご挨拶に、敗戦直後の
「靴磨きの少年」の話がありました。
まるで戦後の焼け野原のような状況のなかで被

５号議案

災された方々が、少ない食料を分かち合い、すべ

11月16日

夜間例会（55周年）について

常盤会長より説明。継続審議

てを譲り合って厳しい避難生活を過ごしておられ
る姿を拝見し、日本の心は失われていないとの感

６号議案

を持ちました。

退会者（京葉銀行支店長

加瀬様）の件

承認。

しかし、被災された方々は少年ではなくほとん
どの方が高齢者で何らかの国地方自治体などの公

７号議案

共、民間からの援助が必要であると思います。

地区提出に向けての決算報告について
京葉銀行鈴木様より説明。

一方、政権を担う政治家は「復興を第一に」と
言いながら、自らの保身と利権に汲々としていて、
現実には被災者は困難な状態に放置されているよ
うで「心のなかを見つめなおして」もらえないも
のかと思います。
松戸神社では「大祓の神事」を６月30日に行い
半年間の罪穢れを祓い清めました。昔からの大き

１．クラブ内、会議・連絡事

な凶事のときには、大祓を行い、天の下を払い清

項等の案内

め平安を祈った例がございます。

①本日例会終了後、
理事会が

ロータリー・クラブができることは限られてい

ございます。該当する役

るかと存じますが、ともに一日も早い復興をお祈

員の方はご出席願います。

りしたいと思います。

②クラブ活動計画書が本日例会にて配られまし

当クラブは、歴代会長始め会員の力により伝統

たので内容等ご確認下さい。

に立脚しながら活力のあるクラブとなっておりま
す。次年度により良い形でのタスキを渡したいと

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

思いますので、委員長各位を始め会員の皆様のご

①前年度織田ガバナーより挨拶文がメールにて

支援をよろしくお願いして御挨拶といたします。

届いておりますので、会報に掲載します。

− ４ −

②地区ロータリー財団委員会地区財団セミナー
が８月７日

京葉銀行文化プラザにて開催さ

れます。
③８月19日

、千葉県立館山総合高等学校にて

第45回インターアクト年次大会開催のご案内

2011年6月30日

が来ております。
国際ロータリー第2790地区
2010−2011年度ガバナー

３．他クラブ会報・その他
特にありません。
４

例会変更の連絡
特にありません。
ガバナーとして最後のメッセージをお伝え申し上
げます。

５．その他報告
特にありません。

今年度一年間皆様の温かい御支援と御協力をい
ただきながら誇り高き第2790地区ガバナーを務め
ることができましたことに衷心より感謝を申し上
げます。
一年経って思うことは、この地区は良い地区だ

国際ロータリー第2790地区
ロータリークラブ 会長 幹事
会員の皆様へ

なあということです。もちろんそれぞれのクラブ

及び

にはそれぞれの悩みがあります。ロータリーの求
めるものは深遠ですから、その悩みは深い場合も
あります。しかし、総じて、ロータリーを理解し

2010−2011
国際ロータリー第2790地区ガバナー事務所
事務局

名雪

幸子 様

ようという意欲と行動力に溢れ、ロータリーを心
から愛する人々の多い地区です。この地区は、日
本のロータリーを正しい方向に牽引してゆく底力

2010−11年度も本日で終了いたします。

を持った地区だという確信をもつことが出来るよ

織田ガバナーより皆様へご挨拶を申し上げます。

うになった一年でした。

皆様には、温かいご支援

ご協力をいただきまし

今、RIではRI会長の年次テーマをやめるべきで

たこと心より感謝申し上げます。

はないかという議論があるようです。RIがクラブ

ありがとうございました。

に対して長期計画を打ち出そうと説得している一
さて、当ガバナー事務所は本日をもちまして任務

方で、年度毎に変わるRI会長が自由にテーマを打

を終了し、明日より８月下旬まで、直前ガバナー

ち出すのは整合性が取れないというのでしょう。

事務所として残務処理を行います。引き続きのご
協力をお願いいたします。

私はレイ・クリンギンスミスRI会長の打ち出し
たテーマ、「Building

６月の会員増強と例会出席率報告書は、当事務所

Communities，Bridging

Continents」の「壮大さ」に面食らったまま一年

にてとりまとめております。

を終えようとしています。

よろしくお願いいたします。

このテーマでクリンギンスミスさんはどのように
− ５ −

一年限定のリーダーシップを発揮してゆくのだろ

伝えてゆくという強い志を持っていただきたい

うと見守り続けた一年でした。

と願います。

「地域を育む−その根底にあるのはクラブの親

「友情を続ける条件は、その人の中に一点秀

睦。大陸をつなぐ−その根底にあるのもロータ

でている所があってそれを見つける眼力がお互

リアン同士の親睦。だからこのテーマは『親睦

いにあればそれだけで充分だ」といいます。

に始まって親睦に終わるロータリーの真髄』を

この一年間、果たして私は地区内の皆様とどれ

語っているのだ。」こう規定したのは深川純一

程友情を育めたのでしょうか。多くの皆様は私

PDGです。とても温かい見方です。私も基本的

の中のどこかに秀でた部分があるからガバナー

にはこの立場をとりました。

になったに違いない…と考えてあたたかい目で
接し、その一点を探り出そうとして下さいまし

私は地区のテーマとして「スタイル（様式）
を磨こう」を掲げ、このテーマに沿ってクラブ

た。それに対して私はどれだけお応えできたの
でしょうか。
皆様お一人お一人との接点があまりに小さく、

の自治を訴えました。テーマが分かりやすかっ
たからだと思いますが、「私の想い」を皆さんは

しかも殆どの会員が実に魅力的な方々であった

理解して下さったように感じています。

為に個人個人との関係は散漫になりがちでした。

こうして考えますと、RI会長とガバナーを結

お一人お一人ともっと意見の交流を深めたかっ

び付ける太い粋はRI会長テーマ、そして、ガバ

た…と思います。この一年はどちらかと言えば

ナーとクラブを結び付ける絆は地区テーマであ

私の意見を聞いていただく一方でした。これか

って、RI会長やガバナーから年次テーマを奪っ

らは皆様の意見を聞かせていただく行脚の必要

てしまうとその年度のリーダーシップを発揮し

を感じています。どうか長いお付き合いをさせ

づらくなるように思えます。

て下さい。

「長期計画」の名のもとに年度の個性を薄め
今年度、例年にも増して多くの書に親しみま

てゆく現在の方向に私は危機感を募らせていま

した。酒を断ったこともあって、灯火の下で書

す。

に親しむ時間が増し、私自身、一年前より少し
ロータリーの役職は一部を除いて一年任期と

問題の整理が進んだと思っています。アイヌに

なっています。しかしロータリー組織は続いて

は「富を貯めるとは各個人の蔵の中に物を貯め

ゆきます。外からクラブを眺めている人々にと

るのではなく、大地を豊饅にし、自然を豊かに

ってはその長が変わろうともロータリーである

して、自然の中に富を貯めることである」とい

ことに変わりはありません。従って、常に筋の

う考え方があります。私はこの一年、地区内で

通ったロータリー精神が流れていることが大切

は誰よりも多くの出会いと情報の交流をさせて

です。ロータリーは「任期一年制」の長所を最

頂いたことは間違いないのですから、私の中に

大限に生かしながら展開したが故に100年以上も

蓄積された情報を整理して地区の大地に戻すこ

の間多くの人々の共感を得て拡大してきました。

とが今後の自分の責務なのだと思っています。

皆様には「長期計画」が「年度」から個性を奪

万感の想いを込めて、一年間の皆様のご協力に

いクラブが活力を失うことのないよう次の会

感謝を申し上げます。

長・幹事さんに

ありがとうございました。

変わらぬロータリー精神

を

− ６ −

、
【入会】土
屋亮平君
昭和38年7月1日（48年）

【入会】中山政明君
平成7年7月5日（16年）

、
常盤会長と土
屋亮平会員

常盤会長と安井克一会員

【入会】小林孝數君
平成14年7月1日（9年）

【入会】
君
平成21年7月1日（2年）

常盤会長と中山政明会員

常盤会長と小林孝數会員

【入会】澤田正宏君
平成21年7月15日（2年）

【入会】浅井利明君
平成22年7月7日（1年）

常盤会長と
直前会長 伊原会員

常盤会長と
直前幹事 松田会員

【入会】鈴木昌広君
平成22年7月21日（1年）

会員51名

義務会員43名

免除会員 9名

出席41名

義務会員34名

免除会員 7名

仮欠10名

義務会員 8名

免除会員 2名

【誕生】太田原慎一君 27日

草野

進君

島村

善行君

大川

吉美君

川並

芳純君

中田智次郎君

三国

大吾君

飛田

三国

大吾君

東京新宿ＲＣ

７月１日

地域セミナー財団

６月30日

土、肥伸一郎君

勤君

【結婚】森田
（雅）
夫妻 7日
■入会記念日

冨田

善治君

昭和52年7月13日（34年）

草野

進君

平成 6 年7月 6 日（17年）

三国

大吾君

平成22年7月 7 日（ 1 年）

飛田

勤君

平成22年7月21日（ 1 年）

君
本日出席率

83.67％

先々週出席率修正

83.33％→85.42％

■会員誕生日

、
土
肥伸一郎君

■ご夫人誕生日

橋口 由紀様 23日

りゅう

常盤 圭子様 31日

劉

10日

− ７ −

び

薇様

米山奨学生

中山政明君／16年前の７月５日に入会させていた
だきました。沢山の出会いがあり楽しいロータリ
ーライフを過ごしております。感謝!!常盤丸の出
航をお祝い致します。無事な航海をお祈りします。
山田勝重様／私は昭和46年に入会させていただき
ました。土、屋パストガバナーがガバナーにご就任

常盤映彦君／いよいよ2011〜2012年度が始まりま

された昭和63年、ガバナーのホームクラブである

した。会員の皆様のご協力をお願い致します。

松戸ロータリークラブ会長を仰せつかり、幹事は
安井克一会員にお支えをいただき何とかお務めす

常盤映彦君／妻の誕生日お祝い有難うございま

ることができました。

す。還暦も近くなりましたがお陰様で元気に過ご

松戸ロータリークラブ創立30周年記念事業とし

しております。

て、昭和60年、全会員から１千万円の寄付金によ
って「松戸ロータリークラブ奨学基金」を設立。

小林孝數君／松戸RCに入れて頂き９年過ぎました。

そのための委員会が設置されました。
またクラブ創立40周年記念事業として平成７年
「聖徳大学附属高等学校インターアクトクラブ」

森田雅久君／結婚記念日のお祝いを頂き誠にあり
がとうございます。

が誕生。そのための委員会が設置され、国際ロー
タリーからの認証状伝達式を関係者多数をお招き

橋口和幸君／妻の誕生日プレゼントありがとうご

そうがくどう

して、同校奏楽堂で行われたことでした。

ざいました。

以上それぞれの委員会の初代委員長を仰せつか
りましたがクラブ会員の皆様から厚いご支援をい

太田原慎一君／誕生祝いありがとうございます。

ただき何とかスタートすることができました。

P.S.毎日本当に暑いですが、皆さん熱中症に気を

高く掲げられた親睦と奉仕の旗印の下、会員皆

付けてゴルフ頑張りましょう！

様の友情に感謝の38年間でした。
このたび退会記念品を頂戴いたし思いを新たに
した次第です。

君／入会最早２年になりましたがまだま
だわからない事が多々有り皆様の御指導を宜しく

まことにありがとうございました。

お願い致します。ありがとうございました。

クラブ会員皆様のご健康と松戸ロータリークラ
いやさか

ブの弥栄を心からご祈念いたします。

澤田正宏君／人生の先輩方と出逢うことが出来ま

平成23年７月６日

して、２年が経ちました。今、とても幸せです。
このまま、ずっと松戸に居たいです!!

、
土
屋亮平君／常盤会長年度のご成功を念じて。
浅井利明君／あっという間の１年でした。今後と
、
土
屋亮平君／入会のお祝いを頂き、感謝致します。

も、よろしくお願い申し上げます。

杉浦

鈴木昌広君／入会１年目でお祝を頂けるとは思い

裕君／伊原前会長御苦労様でした。本年度

常盤会長にも伊原君の情熱が受け渡って出来ます

ませんでした。引き続き、いろいろ御指導下さい。

事を祈って。
ガバナー補佐

安井克一様／常盤会長の門出を御

ニコニコBOX

当日￥123,000 累計￥ 123,000

財

当日￥ 5,027 累計￥

団BOX

5,027

祝い申し上げますと共に、クラブ会員皆様の御協
力をお願い申し上げます。

文責／橋口
− ８ −

