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「会報・雑誌・広報委員会」
活を支えるためのプロジェクト「ポリオ プラ
ス」に加えて次なる戦略、世界の水プロジェク
トに取り組むとの話が載っています。
私たちロータリーは一人ひとりの職業にロー
タリーの哲学を奉じています。世界の問題を私
たちがやるべきか否か。「ロータリーの友」に
は読むべき記事が満載です。最後に提案！お忙
しい日常「ロータリーの友」を手にしたら、先
ずめくって下さい。目に留まった記事はチギッ
テ下さい！どうせ一冊捨てるなら、バラバラに
して心に留った記事をポケットに・・・・・・

会報委員長 伊師嗣迪
4月は広報・雑誌の月間という
こ と で、今 日 は「ロ ー タ リ ー の
友」についてＰＲしたいと思います。「ロー
タリーの友」は、読むより積ん読になり、読
まずに処分されてしまうと言われています。
4月号はまだ皆さんのお手元にあるかなと思
い、取り合えず4月号の紹介を致します。巻
頭は、普段話を聞くことの出来ない専門分野
の方の話が載っております。先週は鈴木悦朗
会長の人脈作りの話でしたが、この巻頭の一
文もロータリに入ったらこその出合いではな
いでしょうか。今月はＪＲ東海旅客鉄道相談
役 須田 寛氏の「観光とリニア中央新幹線」
という話が載っています。東海道新幹線が
あって、なんで重複する高速鉄道を作るの？
速度と時間短縮を極めて、経済的な実効があ
るの？等々、世間の雀のかまびすしい問いに
「そうかなあ〜」と納得する答えを用意して
います。又 毎号の「卓話の泉」は話の種とし
て納っておくとキット役に立つ興味深い話が
紹介されています。今月はオオバコという、
道端の雑草がなぜ「車前草」と書くのかとい
う話が出ています。又 当クラブでも退会者の
累計が話題になりましたが、その人たちを呼
んでＯＢ会をやったら大勢集まったという記
事が紹介されています。再入会の誘いの話も
ありましたね。参考にしたい記事です。ロー
タリーの三大義務、意識していますか。例会
の 出席・会費 を払う・次に「ロ ータリ ーの
友」を購読するとあります。全員が購入はし
ていますが、読むかどうかは一人ひとりで
す。読まれざるベストセラーと云われる所以
ですね。又、二度目のガバナーを請けた方が
紹介されています。会長・幹事を二度目とい
うのも話題になりましたが、深刻ですね。広
報委員長には「ロータリーの友」が皆さんの
配布に先立って送られてきます。私の所には
昨日５月号が届きました。それには、日米の
文化交流の他に、今 ＲＩの750人の職員の生

松戸市の「たけのこ」の出荷について
並木幸雄 会員
千葉 県産の「たけのこ」の残 留セ
シュウムの値が取沙汰され ておりま
す。大多喜地区・木更津地区等、基準
値が100ベクレル/1kg になったこともあり、
出荷自粛の傾向になっています。
松戸市では市の農政課で扱っております。
サンプルを持っていって、返信用封筒を置い
てきますと、三日位で測定値を返し てきま
す。100ベクレルを超えているところもある
そうですが、皮を剥いてゆでてしまえば、ゆ
で汁の中にセシュウムが溶け出て、食べる部
分の残留は半減してしまうそうです。

ニコニコＢＯＸ
髙橋 清会員
次期の会長・幹事が髙橋 進会員のお世話
になり 東京クラブにメーキャップが出来て非
常に参考になったと思います。うらやましい
気持ちと感謝の気持ちでニコニコさせて頂き
ます。又 今日は正司 進さんの入会おめでと
うございます。併せてニコニコです。
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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

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.
委員長：伊師 嗣迪

副委員長：大川 隆永

委

委

員：平田 洋一

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

(先週 4月17日のニコニコです)

第19 15回 例会

《会報・IT・雑誌
・広報委員会》

2011-2012 国際ロータリー・テーマ

員：髙﨑 卓哉

社会奉仕基金

4,705円

(第 40 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

2012年 4月 24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
☆☆☆

幹事報告：児山守治

会長挨拶：鈴木悦朗
皆さんこんにちは。明日は東漸寺の御忌
（ぎょき）です。御忌とは、浄土宗の宗祖、法
然上人（1133〜1212）の忌日法要を意味いたし
ます。御忌という言葉は、もともと天皇や皇后
のご命日に限って使用されていましたが、各宗
の宗祖の中でも、ただひとり、法然上人のご命
日に限って「御忌」と称するのは、太永４年
（1524）に後柏原天皇が「法然上人の御忌を修
せしむべきなり。」と詔勅を下賜されたことに
よります。これを「太永の鳳詔」と称し、以
後、浄土宗の総本山知恩院で、法然上人の忌日
法要を御忌大法要と称し、盛大に営むことにな
りました。東漸寺で御忌大法要を奉修するよう
になったのは、享保２０年（1735）、当山２３
世 鸞宿上人の時、かねてより関東化縁の墾望
のあった京都東山の長楽寺に安置されていた
「香衣円光東漸大師（法然上人）の遺像」を増
上寺に遷座したのち、名僧をたびたび輩出した
檀林（学問所）である当山に寄附をされてから
である。その当時の寄附書状並びに御忌大法要
奉修嘆願の連判状、香衣円光東漸大師の謂れ書
等は、当山宝藏に大切に保存されています。
当時は、「香衣円光東漸大師の遺像」を担
いで、約１カ月かけて当山の末寺であった３２
カ寺を巡り、４月２５日に当山に戻り、各宗の
僧侶も随喜して御忌大法要を奉修していたとい
われております。厨子が壊れていたため、しば
らくお厨子のお練りは行われず、僧侶・稚児の
お練りのみが行われていましたが、平成２年
春、当山檀信徒で当クラブの会員であった高橋
治三郎氏の厨子寄進により「香衣円光東漸大師
の遺像」のお練りが復活いたしました。江戸時
代より、東葛一円の人々に「御忌のおまつり」
として長く親しまれ、大法要の日を機に３日間
（毎年４月２５日より２７日まで）、参道や町
に多数の植木市や露店がにぎやかに立ち並ぶ御
忌の日。戦前は東葛一円では、学校が休みに
なっていたほど楽しみにしていたといいます。

参詣の人々は第一礼装で当山を訪れ、地元小金
では嫁にいっていた娘が小金の実家に帰り、草
餅をつくり、集まった親戚の人たちに振る舞う
というような慣習も伝わっています。ただ時代
の流れで、見世物小屋や「文化フライ」、「ベ
イ」といった露店もなくなり、植木の露天商はほ
とんどなくなってしまい、たこ焼き等のどこにで
もある露店ばかりとなってしまいました。市民が
主役となったフリーマーケットである「ぶらり
市」と対照的です。そろそろお寺のほうで「大道
芸」等のテコ入れを検討しなければいけないと
思っています。さて、朝フェイスブックを見てい
たら、HOLSTEE という衣料や小物雑貨を経営して
いる会社のマニフェストが流れてきました。マニ
フェスト(manifesto) とは宣言書・声明文の意味
で、個人または団体が方針や意図を多数者に向
かって知らせる ための演説や文書です。ウィキ
ペ デ ィ ア に よ り ま す と、マ ニ フ ェ ス ト
（ manifesto）の語 源につ いては、ラ テン語で
「手(manus)」と「打つ(fendere)」が合わさっ
たとする説が有力。
「手で打つ」⇒「手で感じられるほど明らか
な」⇒「はっきり示す」と派生したと考えられ
ている。これがイタリア語経由で英語において
manifesto「声明(文)・宣言(文)」となる。
どこかの政党やマスコミで表記されている
「マニュフェスト」という言い方は誤りです。
話は戻りますが、このHOLSTEE社のマニフェ
ストに多くの方々が感銘し、シェアされていま
したので、プリントアウトして皆様にお配りし
ました。ここでは日本語のほうを読んでみたい
と思います。

お知らせ
2012年 5月 1日・・・定款第6条第1節により休会
5月 8日・・・夜間例会
5月15日・・・移動例会(びわ亭)

（4月17日）

1.

姉妹都市提携40周年記念ＭＩＥＡ
(松戸市国際交流会)主催歓迎会の
ご案内が届いております。
4月27日(金) まで申し込み
5月12日(土) 17：00〜19：00
森のホール 4Ｆ 会費 6,000円
☆松戸市とオーストラリアホワイトホース
市姉妹都市を結んで40周年
2. 社会福祉法人
松戸市社会福祉協議会より
広報誌が届いております。

幹事報告：児山守治
（4月24日）

1.ロータリーレート
5月 1ドル・・・82円
2.例会変更のお知らせ
柏東ロータリークラブ
4月26日(木)→4月30日(月)夜間例会
市川東ロータリークラブ
5月 1日(火) 休会
5月29日(火) 夜間例会
3.成田ロータリークラブ創立50周年記念式典
の本が届いてます
・・・どうでしょうか。人によって感ずることが
違うと思いますが、私は人生はシンプルにいえば
「行動」と「決断」だという風に理解いたしまし
た。ロータリーのマニフェス
トは、ロータリーの綱領であ
り、「よく奉仕する者は報わ
れ る」に 代表 され るロ ー タ
リーの哲学です。奉仕の理想
に向かって、ぐじゅぐじゅい
わずにしっかり決断し、クラ
ブ で、職 場 で、地 域 社 会 で
「人に喜ばれること」で行動
していきたいものですね。
今月は雑誌・広報の月間で伊

4.中村力三会員の見舞いに行ってきました。
すこぶる元気で膝周辺の動脈瘤硬化によ
る手術で4月20日に退院、その後リハビリ
後例会出席に向けて努力する。 92キロ
あった体重が72キロまで減量中、早く例会
に戻れるよう見守って行きたいと思います
5.合同例会ＩＭの「ロータリーの未来を語ろ
う」のＤＶＤが届いております。2 時間半
の大作です。ご希望の方は事務局で貸出し
しております

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。

