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クラブの会員は201名で0.0004％です。会員の獲
得は５クラブ共通の悩みになっています。
第2650地区甲府RCの高野本男氏は私達がRCに
新会員を推薦する時、間違った勧誘をしていなか
っただろうか？５大奉仕があたかもロータリーの
事業目的のような解説をして、あたかも「奉仕事
業の百貨店」であるかのような、印象を世間に与
えている。「ロータリーの目的は職業奉仕の推進
にある」という本旨が多彩な奉仕プログラムの列
挙の中で曖昧にされ混乱してしまっている今日の
すでに、５クラブの内４ク

ロータリーの姿を反省しなければならないと述べ

ラブのクラブ協議会と公式訪

ています。更に氏は「ロータリーは80年を超える

問が終了して解ったことは、

私の人生を豊かに広げてくれました。そして私の

すべて松戸市の区域内にあっ

職業を広く支えてくれました」と言い切っていま

てもそれぞれのクラブに特徴

す。
私のロータリーの認識がいかに乏しいものであ

があることです。
始めに各クラブの平均年令を言いますと７月１

ったかを痛感するばかりです。従ってロータリー
を学習して来た先輩諸兄の話しを聞いたりロータ

日時点で
松戸

51名 平均年令56.6才

リーの友に投稿している全国の会員の文書を読ん

松戸西

22名

55.5才

だり学ぶ事が山程あることを感じている所です。

松戸中央 39名

60.6才

本日のロータリー情報研究会もその様な私の思い

松戸北

36名

64才

を少しでも解消したいと実は私が一番楽しみにし

松戸東

53名

63才

となります。

ている次第です。
先週受取りました「ロータリーの友10月号」横

この中で当クラブ（松戸）のみ世代別の人数を出

組６ページから12ページ迄にまさしく「ロータリ

してみました。
70才代

９名

ーの綱領」すなわちロータリーの目的、ハーバー

60才代

13名

トＪテーラーの考案した「四つのテスト」、そし

50才代

14名

て1989年の職業宣言等解り易く明快に書かれてい

40才代

16名

るのでぜひ皆さんも読んで見て下さい。
これらの事が解ると会員の増強にも大いに役立

合計52名です。
誠にバランスのとれた世代別構成になっていると

ち、ロータリー入会の目的がはっきりとして理解

思います。

を得ることが可能になると思います。

さて、ガバナー補佐に就任して地区やゾーンの

残りの時間はこれも身近なロータリー情報と思

各委員会に参加して改めて学習すると私自身、ロ

いますので松戸中央クラブと松戸北クラブについ

ータリーの目的や原理原則を全く理解していない

て紹介したいと思います。
松戸中央クラブの青山会長は本年度のクラブの

事に気付きました。
例えば前述のように48万中都市にありながら５

スローガンを「生き生きと、意気に感ずる、粋な

− ２ −

クラブ運営」と掲げ、人の心は移ろい易いもので

業で輝いていく。親睦活動・出席委員会は親睦は

この心を少しでも善行に向けるためには理性を駆

ロータリーの根源と考えその為には例会出席が必

使した工夫が必要である。この工夫がロータリー

須で一体としている。第１夜間例会は会員の奥様

クラブへの入会であり活動に参加してロータリー

でプロのジャズピアノ演奏を聞きながら食事とな

の心を意識することである。例会に集い、語り合

ります。又半期に一度の割合で「歩こう会」「食

い、プログラムを実践していく中で自然と他を思

べよう会」も開催しています。社会奉仕委員会の

う心を我が身、我が心に充たすことができます。

継続事業で「いも掘り」は114名、バスにてなか

新世代奉仕委員会では職場体験学習やちびっ子サ

よし学級生を招いての収穫を行い今年も前日から

ッカー大会への支援、親睦活動委員会は紅葉バス

の雨が朝方には晴れ間も出て無事とり行われまし

ツアーの１泊２日の移動例会、釣り同好会共同の

た。新世代育成委員会の「わくわく探検隊」とい

オープン親睦会、観桜会など年７回の移動例会を

う地域主催の参加と後援をしています。東漸寺と

行っています。また来年は30周年記念で４月５日

旧小金宿の旧家をめぐる勉強会を行っています。

（木）に会員と家族の強い連帯感と協調性を促進

東日本大震災支援特別委員会の設立をして

する目的に全員参加で会員手作りの式典を計画し

東北地方並びに被災地の復興支援

ています。

被災孤児の為に長期的な経済支援

松戸北クラブの鈴木会長は本年度のターゲット
に「入りて学び、出でて奉仕せよ

１．６月及び12月の家族移動例会時のチャリティ

Enter to

オークション

learn, Go forth to serve 」故米山梅吉氏が「ロー

２．義援コンサートの開催（松戸在住のミュー

タリーの例会は人生の道場」であると語ったよう

ジシャンの協力を得る）

に、何よりも「例会の充実」から始まると考えま
す。例会で学び各自が自分を磨き、それぞれの職

いずれにしても各クラブの努力に敬意を表して
私のつたない卓話のご静聴感謝致します。

ます。
さて10月はお祭りシーズンです。松戸神社でも
15、16日に町内のお神輿が出ます。16日２時過ぎ
から伊勢丹に集合して連合渡御、宮入が行われま
すのでお時間があったら、お出でください。
松戸市内では無形文化財となっている獅子舞が

こんにちは。
今日はロータリー情報研究

４神社に奉納されます。田畑を荒らす鹿を退治し

会が開催されますので、会議所

てその頭をお供えして豊作を祈ったことが変化

での移動例会といたしました。

し、獅子頭をつけて舞いを舞って豊作や災難消除

３年未満の会員にかぎらず情

を願うことになったようです。

報研究会にも御参加下さい。

お祭りは地域文化であり、融和と親睦と奉仕の

会の前でお忙しい所ですがガバナー補佐に卓話

機会でもありますので、会員の皆様も地元のお祭

をお願いいたしましたのでよろしくお願いいたし

りには、ぜひご参加下さい。

− ３ −

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
山田会員

①本日例会終了後、同会場

小川会員

にて14：00〜16：30、ロ
ータリー情報研究会が開

会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

催されます。

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

講師には国際ロータリー第2800地区パストガ
バナー藤川亨胤氏(鶴岡RC)をお招きしてロー
タリーの理念の本質に触れる講演をしていた
だきます。

島村

善行君

島村

俊充君

大川

吉美君

多くの会員の皆様の出席をお願い致します。

待山

克典君

川並

芳純君

平松

徹君

中田智次郎君

浅井

利明君

猪股

貴久君

土、屋

亮平君

市川ＲＣ

10月６日

湯本

高之君

情報研究会

10月12日

土、肥伸一郎君

情報研究会

10月12日

飛田

勤君

情報研究会

10月12日

加藤

栄君

情報研究会

10月12日

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
特にありません。

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。

本日出席率
５

81.6％

その他
特にありません。

中山政明君／十日会久しぶりに優勝させていただ
きました。同伴競技者の松田さん、小川さんお世
話になりました。ハーフでバーディ２個もだして、
プロの気分でした。幹事の皆さんに感謝。
ニコニコBOX

当日￥10,000

累計￥ 369,000

財

当日￥

累計￥ 49,204

団BOX

0

文責／橋口
− ４ −

