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ニコニコＢＯＸ
児山守治幹事
これから風邪の季節ですね！うがいと手
洗いでウイルスを退治したいものですね
ここで一句
☆ 茅葺きに 干し柿つるし 冬近し

大川隆永会員
妻の誕生日プレゼントを頂きありがとう
ございます。
渕上啓太会員
この様にお祝いして頂き誠にありがとう
ございます。普段あまり 正直に伝えられ
ない気持ちを本日は伝えます。

(故郷の秋の情景の一句です)

小林 弘会員
49回目の結婚記念日のお祝い誠にあり
がとうございました。二人とも元気に頑
張って生活をしております。
来年は50回目と77才の年になりますが 一
年間健康に留意して その年を迎えたいと
考えています。

吉野正一会員
私もいよいよ75才になります。これから
も元気に過ごしたいです。ありがとうご
ざいました。

寺川忠男会員
本日 結婚記念の花束を頂き誠にありがと
うございました。今回で48回目を迎えま
す。今後は 共に元気で過ごせることを
願っております。

米山記念奨学金
11月分

吉田俊一会員
妻の誕生祝いありがとうございます。
我が家族の平均年令は73.5才になりまし
た。

ライ・ブワンさん

140,000円

授与

松戸の戸定館の菊花展

髙橋 清会員
結婚のお祝いありがとうございました。
今後ともなるべく元気に過ごしたいと思
いますが そろそろ隠居もしたいな！
と思っております。よろしく！
三村藤明会員
結婚して22年になります。先輩方を見
習って これからも仲良く暮らしていける
ことを祈っています。ありがとうござい
ました。

(髙橋

清会員の作品)

(児山会員の作品)
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2011 ー 2012年度

国際ロータリー第2790地区第12分区

松戸北ロータリークラブ

2011-2012 国際ロータリー・テーマ

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１・真実かどうか
２・みんなに公平か
３・好意と友情を深めるか
４・みんなのためになるかどうか

髙﨑卓哉会員
誕生日のお祝いありがとうございます。
40代も折り返しに入りました。

第18 92回 例会
ロータリーの実践倫理
「最もよく奉仕するものは、最もよく報われる」 He profits most who serves best.
《会報・IT・雑誌
・広報委員会》

委員長：伊師 嗣迪

副委員長：大川 隆永

委

委

員：平田 洋一

員：髙﨑 卓哉

財団BOX
4,758円

(第 17 週)

■ 国 際ロ ー タ リ ー 会長 カルヤン ・バネル ジー
■第2790地区ガバナー
山田修平
■ 第 1 2 分 区 ガバ ナ ー 補 佐
安井 克 一
■松戸北ロータリークラブ会長 鈴木悦朗
■松戸北ロータリークラブ幹事 児山守治

2011年11月 1日(火)

■ 例 会 日 ■ 例 会 場 ■ 事 務 所 ■TEL/FAX■Web/Mail-

毎週火曜日12：30より（第1例会18：30）
松戸市根木内249-7 北小金ボウル1F
松戸市根木内249-7 ㈱山安 内
047-344-5696 / 047-344-5696
www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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The Ideal of Service (奉仕の理想）にむけて夢を追いかけよう
会長

鈴木悦朗

皆さんこんにちは。今日は11月第1例会。
2011年11月１日と１ならびのおめでたい日で
す。 『青年よ、大志を抱け！
それは金に対してでも、自己の利益に対して
でもなく、また世の人間が名声と呼ぶあのむ
なしいものに対してでもない。人間が人間と
して備えていなければならぬ、あらゆること
をなし遂げるために大志を抱け』
Ｗ・Ｓ・クラーク （アメリカの教育者・
マサチューセッツ農科大学学長／札幌農学校
教頭）札幌農学校を創設した米国人ウィリア
ム・Ｓ・クラーク博士が日本に残した名言に
Boys be ambitious (少年よ大志をいだ
け)があり、明治、大正、昭和の時代を超え
て、日本の青少年に大きな感銘を与えてき
た。
しかしながら、クラーク博士が札幌農学校
に在職した、わずか８ヶ月の間に校是として
指導したのは
Be gentleman （紳士た
れ）であった。
これに対して Boys be ambitious の教
えは、クラーク博士が明治10年４月、アメリ
カに帰国するにあたって、ただ一度だけ教え
子達に語りかけた別れの言葉であった。その
言葉は、１人の教え子により記録され、その
教え子が後に教育者となって、次世代へ語り
伝えたことにより、日本の青少年に感銘を与
える名言となった。
Boys be ambitious が名言となるため
の記録者、そして伝道者としての役割を果た
したのは、札幌農学校の第１期生の大島正健
（おおしま・まさたけ）である。大島は同校
を卒業後教育者となり、明治33年4月、山梨
県知事加藤平四郎に招かれて、甲府舞鶴城内
に完成したばかりの県立甲府中学校校長とし
て赴任してきた。大島が札幌で培ったクラー
ク精神による人格教育は甲府の地で開花し、
クラーク博士の Be gentleman そして
Boys be ambitious の２つの遺訓が、甲
府中学校での13年間の在職中、学校教育の根
幹に置かれた。

この大島校長の薫陶を受けた生徒の中から多
くの逸材が生まれ、その１人が後に第55代内
閣総理大臣となった石橋湛山である。石橋は
大島校長から教えられたクラーク精神の偉大
さを周囲に語り伝えた。
甲府中学校の後身である県立甲府第一高校で
は、現 在 も 大 島 が 伝 え た Boys be ambitious を校是として守り継ぎ、学校教育の根
幹に据えている。
クラーク博士が札幌郊外で、教え子達への
励ましとして語られたひとことは、大島校長
の記録をもとに、昭和22年に国語教科書に採
録された。敗戦にうちひしがれた若者への励
ましとなり、さらに20世紀から21世紀へと、
時代を超えて日本全国の少年少女の励ましの
言 葉となり、そし て国民 の記憶 とな った。
3．11は第3の敗戦といわれております。日本
を復興してゆくには高い志が必要です。ロー
タリーにはThe Ideal of Service (奉仕の理
想）という高い志があります。
「奉仕の理想」とは「人のことを思いやり、
人のためにつくすこと」
これらが奉仕の理念となっている
Rotary clubs everywhere have one basic
ideal – the
ideal of Service,
which is thoughtfulness of and helpfulness to others.
ロータリークラブは人に対する思いやりや人
のためにつくすという奉仕の理想という
基本理念を持っている
奉仕の理想にむかってBe gentlemanスタイル
を 磨き、夢を追 いかけ ようでは ありま せん
か。

第 5 回理事会議事録
1. 11月の予定
2. 7月〜9月末迄の会計監査を行ないました

幹事報告：児山守治
1.例会変更のお知らせ
松戸中央ロータリークラブ
11月10日(木)は地区大会に振替
11月17日(木)は遠隔地移動例会
場所 箱根湯元温泉「河鹿荘」
点鐘
18：00
市川東ロータリークラブ
11月 8日(火)は地区大会に振替
11月29日(火)は夜間例会例会
2.松戸市小中学生各種音楽コンクール受賞
記念演奏発表会のご案内
11月12日(土)
森のホール
3.財団法人比国育英会バギオ基金からお礼
のメールが届いております。

11月

(三村会員・鈴木会長)

(吉田俊一会員)

(髙橋一彦会員)

(吉野正一会員)

諸事のお祝い

結婚記念日
髙橋 清ご夫妻
寺川忠男ご夫妻
三村藤明ご夫妻
髙橋一彦ご夫妻
小林 弘ご夫妻

1964年11月 1日
1963年11月 3日
1989年11月 3日
1994年11月 6日
1962年11月16日

(寺川忠男会員)

(小林

弘会員)

会員誕生日
髙﨑卓哉会員
吉野正一会員
平田洋一会員

1966年11月13日
1936年11月13日
1962年11月22日

夫人誕生日
渕上啓太夫人(文江 様)
大川隆永夫人(恵美 様)
吉田俊一夫人(穏子 様)
小菅正彦夫人(よう子様)

(大川隆永会員)

(渕上啓太会員)

11月 3日
11月 8日
11月28日
11月28日
(髙橋

清会員)

(髙﨑卓哉会員)

3. 地区大会への出席は19名(奨学生含む)
4. 次年度人事について

ロータリーの奉仕哲学「超我の奉仕」Service above self
この Serviceの意味は人のためにつくすこと。ビジネスでもServiceの心がけはシェルドンの言葉を借り
れば「永続的な顧客を得る道」であり、信用を増して繁栄への道につながる。

