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入りて学び、出でて奉仕
せよ

Enter to learn, Go forth

to serve

ロータリー運動の

実体を表した言葉でありま
す。あらゆる職業人が一週一
回の例会に集い、例会の場で、
WCS（世界社会奉仕）プ

職業上の発想の交換を通じて、分かち合いの精神

ログラム廃止、RI理事会で

による事業の永続性を学び、友情を深め、自己改

2010年11月決定致しました。

善を図り、その結果として奉仕の心が育まれてき

３月11日の東日本地震と原

ます。そして、それぞれの家庭、職場、地域社会

発事故により交換留学生が

に帰り、奉仕活動の実践をします。これが理想と

90％以上帰国し、４月のはじ

するロータリー・ライフです。とありました。会

め３名が残っていましたが、最後１名のみになり

員の皆様と一緒に『初心』に返って勉強したいと

ました。４月24日地区大会で発表されました。

存じます。

本年度はなしで、来年の夏の短期（１ヶ月）の
高校生募集をするそうです。

2010規定審議会の決定により、『直前会長』が
クラブの役員ならびに理事メンバーとなりまし
た。継続性の提供を目的としているが、当該年度
の理事会の自治権を侵すことのないように留意す
べきとされています。

職業分類委員会は活動計画
書に従って任務を遂行いたし
ます。松戸ＲＣも最近は若い
会員も増え活気が出てきてお

皆さんこんにちは。

ります。

クラブ役員指名委員長は、

ロータリーで異業種・品格

会長エレクトを務め、直前会

あるロータリアンとの交流によって、自分を磨く

長とか歴代会長方のお知恵を

ことに大きな意味があります。ますます充実した

借りて、次年度の役員を決め

ロータリー活動となれますように、会員選考・増

ると言う任務です。
12月の総会に於いては、満場一致で決議される

強委員会ともよく連携をとって活動いたします。
会計監査は、年１〜２回、監査を行い、適正に

ことを望みます。
どうぞよろしくお願いいたします。

処理されていることを確認いたします。
この１年よろしくお願いします。
− ２ −

今年度、環境委員長を仰せ

皆さんこんにちは！

つかりました松葉則明です。

会報・雑誌委員長の橋口で

環境委員会の任務は、環境

す。どうぞよろしくお願いし

に関する知識と私たちロータ

ます。

リアンの暮らしや企業と環境

中田副委員長、松田会員を

問題との関係（役割や取組み

はじめ８名の会員と協力し、

方）について、タイムリーな環境情報を提供し、

一年間内外のロータリー情報を皆さんにしっかり

又共有してロータリアンの環境知識の理解を深め

とお伝えしてまいります。

ることです。

毎週の会報の作成やロータリーの友から記事を

今後、地区の環境委員の小林孝數会員のアドバ

紹介してまいります。

イスも受けながら積極的に委員会活動を行ってい
きたいと考えております。

今年度も同様、卓話をされる方には原稿のご協
力をお願いいたします。

一年間、よろしくお願い申上げます。

皆さんこんにちは。

皆さんこんにちは。

今年、ロータリー財団の委

松戸ＲＣ奨学基金委員会の

員長を仰せつかりました申で

委員長を仰せつかっています

す。

太田原です。

６月30日に品川プリンスグ

今現在、義損金を活用した

ランド高輪で、財団の地区大

クラブの取り組み案を検討し

会がありました。

ています。松戸ＲＣとしては、２名の奨学生を支

そこで、2012年までに、ポリオ撲滅という目標

援してますが、新たに、今回被災されて松戸に避

設定がありました。その設定に応じて、われわれ

難されている学生５名に対し、奨学金を充てるこ

が運動していきます。

とを考えております。

今年は、３月11日に起きました、東北大震災に

９月21日の卓話で

対しての寄付の依頼等々があると思います。11月

経過報告をさせてい

の卓話で皆様に改めてご報告いたします。

ただきますので、よ

その節には、ご協力のほどよろしくお願いいた
します。

ろしくお願いいたし
ます。

− ３ −

委員長をおおせつかりまし

インターアクト委員会の活

た山田です。

動は、８月の年次大会（館山
市）及びインターアクト合同

今年度は米山奨学生として

会議、９月のインターアクト

劉薇さんのお世話を島村前委

国外研修とこれから佳境に入

員長がカウンセラーとしてな
さっています。10月の米山月

ってまいります。
今年度はインターアクト委員会の活動内容を地
区の方へ報告する必要がありますが、その趣旨は
インターアクト委員会があってもあまり活動して
いないクラブもあり、これらを活性化するためです。

間を中心に、会員の皆様に理解を深めて頂けるよ
う、機会を作ってまいりたいと思います。
８月27日に地区のセミナーに出席し、勉強をし
てまいります。一年間宜しくお願いいたします。

松戸ロータリークラブにおいては聖徳大学附属
高等学校インターアクトクラブの顧問教師及び生
徒の方々を松戸ロータリークラブの例会にお招き
する等の活動を既に定期的に行っておりますの
で、このような通常の活動を報告していく予定で

プログラム委員会の森田です。

あります。

例年同様、毎月の主要テー

今後は学校で行われるインターアクトクラブの

マ（RIテーマ）に基づいた卓
話を予定しています。

例会に積極的に参加していきたいと思っておりま

又、本年度は、卓話をして

す。１年間、よろしくお願い申し上げます。

いただく会員には、日頃から
実践しておられる「職業奉仕」の事例等をお話し
していただく予定です。
私自身、プログラム委員長を拝命するのが２度
目ですので、副委員長の川並さんにお力を借りな
今年度新世代のための委員

がら一年間がんばりたいと思います。

会委員長を仰せつかりました

どうぞご協力をお願い致します。

林です。
新世代のための委員会で
は、今年も国際ロータリーの
RYLAプログラムへの参加協力。
また、一昨年度よりはじまりました松戸市立高

本年度、資料編集委員会の

等学校への音楽支援も継続とまではまいりません

委員長を務めさせていただく

が、補助的な支援をするという体制を考えており

ことになりました中澤です。

ます。

本クラブの活動および諸種の

一年間ご指導ご協力のほどよろしくお願いいた

記録を蓄積し、資料を分類・
保管するものとし「クラブ活

します。
− ４ −

動計画書」およびその他必要な資料の編集に当た
ります。本年度は、55周年を迎えると共に姉妹ク
ラブの天和ロータリークラブの来日（11月頃）お
よび当クラブからの訪問（翌３月頃）を予定して

皆さんこんにちは。

おりますので、会員皆様のご協力をいただきまし

今年度は、例会の司会など

て資料収集、編集に努めて参ります。宜しくお願

で、皆さんの前に立つ機会が

い致します。

多くなると思いますが、どう
ぞよろしくお願いいたしま
す。
委員会の事業と致しましては、今年55周年の設
営、天和ＲＣ窓口としての機能、夫人の会との連
絡調整、クリスマス例会、家族例会、親睦旅行
本年も、例会の出席率を発
表させていただきます。

等々一年間行事の多い委員会ではありますが、一
生懸命勉強させていただきます。

なお、来週は卓話をおおせ

また、委員会メン

つかっております。皆勤を続

バーが全員活躍でき

けておられる会員の皆様に事

るような委員会運営

前にその極意をうかがおうか

を心がけていきます。

と考えております。その際には、ご協力お願いい
たします。

どうぞよろしくお
願いいたします。

媛を偲んで、尊がその地に長くとどまったので、
「君去らず」から地名が木更津となったといわれ
ます。
内房の袖ヶ浦も「弟橘媛」の袖が流れついたと
の伝えからきています。吾妻の地名も媛を偲んで
皆様のご協力により前回の

「わがつま…」ということからきでいるようです。

山田ガバナー公式訪問例会、

とくに房総半島の地名は尊に縁のものも多いので

クラブ協議会つつがなく終え

ご興味のある方は調べてみたらどうでしようか。

ることができました。ありが

松戸神社のご祭神も「日本武尊」をお祭り祀り

とうございます。

していますが、尊が従者とこの地で待ち合わせし

山田ガバナーは、木更津東ロータリークラブの
会員ですが、木更津という地名は「日本武尊」が

たので、待ち処が転じて松戸と成ったとの伝えも
あります。

三浦半島の走水から上総に船で渡ろうとしたとき

続いて公式訪問で頂けなかった年度初めの、委

に、途中で風波が非常に荒れてあぶなくなった。

員長御挨拶がありますのでよろしくお願いしま

その時、妃の「弟橘媛」が身を海に投じる事に

す。

より風がやみ、無事に着岸することができた。
− ５ −

４

例会変更の連絡
・柏東ＲＣ
８月11日

の例会は定款第６条第１節により

休会
・柏ＲＣ
８月17日

１．クラブ内、会議・連絡事

の例会は定款第６条第１節により

休会

項等の案内
①前期会費未納の会員は、

５．その他報告

早急に会費納入願いま

特にありません。

す。
②ガバナー公式訪問の記念写真をお持ち帰り下
さい。
③地区大会（11/5〜6）の出欠確認をさせてい
ただきます。

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

出席40名

義務会員34名

免除会員 6名

仮欠12名

義務会員 9名

免除会員 3名

①沼南ＲＣから柏東Ｒに名称変更の案内が届い
ております。
田中

忠行君

島村

善行君

大川

吉美君

小林

登君

湯本

高之君

松本

幸夫君

平松

徹君

田原

晨暁君

篠宮

功君

内」が届いております。

柳澤

正敏君

鎌ケ谷ＲＣ

７月14日

8月23日

三国

大吾君

東京新宿ＲＣ

７月22日

②「第24回インターアクト国外研修振込手続き
のお願い」が届いております。
振込期限8月19日

、研修費用1人42,000円。

③「第２回インターアクト合同会議開催のご案

14：30より、千葉市中央区センシ

ティタワー23階東天紅にて開催。
④「2011年〜2012年国際奉仕ｾﾐﾅｰのお知らせ」
が届いております。
8月20日

本日出席率

81.63％

先々週出席率修正

84.0％→86.0％

、10：00点鐘、会場成田ビューホ

テルにて開催。
⑤「地区Ｒ米山記念奨学会委員会セミナーの開
織田信幸君／所用に依り早退します。

催案内」が届いております。
8月27日

、14：00点鐘、千葉商工会議所14

三国大吾君／所用の為早退させていただきます。
申し訳ありません。

Ｆホールにて開催。

３．他クラブ会報・その他

ニコニコBOX

当日￥ 2,000 累計￥ 183,000

財

当日￥ 3,555 累計￥ 16,758

団BOX

活動計画書が松戸東ＲＣ、柏ＲＣ、柏東ＲＣ、
流山ＲＣより届いております。

文責／橋口
− ６ −

