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ニコニコＢＯＸ
伊師嗣迪会員

鈴木悦朗・児山年度のスタートを心から祝福応援してニコニコします。

中原光男会員

誕生日の祝いをいただきありがとうございます。7月3日で70才となります 今後
共よろしく そしてグランドシニアの仲間入りです。

並木幸雄会員

鈴木会長・児山幹事年度のスタートをお祝いいたします。益々のご活躍をお祈
りいたします。

小林

弘会員

鈴木・児山年度スタートおめでとうございます。頑張って下さい。
誕生祝い誠にありがとうございました 70才代も後半に入りました。健康に留意
し頑張ります。

寺川忠男会員

鈴木会長・児山幹事年度の門出を祝して ニコニコ致します。
(追伸)7月4日から一週間福岡の方へ出張の為 新年度第一例会ではありますが誠
に申し訳ありませんが仮欠席をさせて頂きます。

吉田俊一会員

鈴木・児山年度の発展を祈念して。

添田雅春会員

前 髙橋

修・小澤盛明年度もつつがなく終了し新しく鈴木悦朗会長・児山守治

幹事で7月よりスタート致しました。松戸北クラブの発展を念じてニコニコ致し
ます。
髙橋

清会員

誕生のお祝いありがとうございました。先日は小学6年の孫からも誕生日おめで
とうの電話があり嬉しくなりましたが 81才になったのかなと思うと複雑な気持
ちになります。でも なるべく長くロータリーの会員として頑張れるよう努める
つもりでおります よろしくお願い致します。今日はまた 鈴木会長・児山幹事
年度のスタートおめでとうございます 併せてニコニコさせていただきます。

小菅正彦会員

誕生日のお祝いありがとうございます。

野村

妻の誕生祝いありがとうございました。

充会員

中村力三会員

髙橋

修・小澤年度ご苦労様でした。本日は誕生祝い 有難うございます もう

少し日本の行末を確かめてから 老兵は消えようと思います。
鈴木悦朗会員

若輩ながら会長をつとめさせていただきます 一年間どうぞよろしくお願いしま
す。

佐藤正之会員

本日は誕生祝いを頂きありがとうございました。
「冥土の旅の一里塚」来年まで頑張ります。

三村藤明会員

家内の誕生を祝って頂き有難うございます。

児山守治会員

ようやく夏らしくなってまいりました 水の事故には気をつけたいものですね。

★ かき氷

ここで一句

.
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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

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

被災の便り 味忘る

夏定番かき氷を食べる時期だけれども被災があってから「かき氷」はどんな
味だったか？ 心にゆとりのない様子の一句です。

第18 76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
５,724円

(第 1 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

■例会日■例会場■事務所■TEL/FAX■Web/Mai l-

201 1年 7月 5 日(火)
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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Ideal of Service (奉仕の理想）にむかって
会長
「奉仕の理想」とは「人のことを思いやり、

幹事報告：児山守治

バブルの崩壊、リーマンショック、このた

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

の運営方法を変えていかないといけないと

「世界は絶えず変化しています。私たち

のためにつくすという奉仕の理想という基本

は、この変化する世界とともに変わってい

理念を持っています。

く心構えがなければなりません。ロータ

ロータリーの基礎にServiceをすえたのはアー

リー物語は、繰り返し、繰り返し、書き直

サー・F・シェルドンであり、このServiceの

す必要があるでしょう。」といっていま

意味は人のためにつくすことです。ビジネス

す。ロータリーにもチェンジが必要で、変

でもServiceの心がけはシェルドンの言葉を借

えていかねばならないのは、クラブの組織

りれば

の管理運営スタイルや奉仕活動の実践方法

信用を増して繁栄への道につながります。
親睦と奉仕の両輪であり、ロータリアン同

感じます。
ロータリーの創始者ポール・ハリスは、

で、ロータリーで変えてはならないものは
リーの奉仕理念」だと思います。

ロータリアンから学ぶ姿勢、例会は人生の道

今年度は以下の点に、力を入れていきたい

場、クラブ例会等に出席して、事業上の発想

と思います。

の交換を通じて、お互いに切磋琢磨して奉仕

社会奉仕さらには機会をみて国際奉仕を実践

会員増強
例会の充実
おもてなしの心・友愛の精神・卓話、
移動例会
委員会活動（合同委員会を奨励）の充実
スタイルを磨く
どうぞよろしくお願いします。

する入りて学び、出でて奉仕せよ「Enter to

今日、松戸北ロータリークラブの会長とな

learn ,Go forth to serve」という観点を大切

りましたが、人間としても、社会人として

にしたいと思います。

も、まだまだ道半ばである自分を感じてい

理念を研鑽し、自己改善を図る、例会では世
のため人のために尽くす心、すなわち奉仕の
心を作るクラブ奉仕、クラブの外では奉仕の
心を適用して、職業奉仕、新世代育成を含む

ご高尚のようにロータリーには２つの奉仕

ます。皆様の善意の笑顔に囲まれながら、

理念があります。その一つが「超我の奉仕」

ご指導いただきながら、皆様とともにわく

Service above selfという奉仕哲学であり、も

わくと感動する楽しい 一年間を過ごさ

う一つが最もよく奉仕する者、最も多く報い

せていきたいと思います。

られるHe profits most who serves bestとい

どうぞよろしくお願いいたします。

う実践倫理（シェルドンの職業奉仕の理念）

合掌

であります。

予告

2. 第45回インターアクト年次大会 開催
8 月19日(金) 館山総合高等学校
水産校舎
3. 記念ゴルフ大会
9 月12日(月) 木更津ゴルフクラブ
4. 地区大会のご案内
11月 5日(土)・6日(日)
かずさアカデミアホール

委員会活動報告
親睦活動委員会
委員長：崎谷延好

「ロータリーの哲学」すなわち「ロータ

士の深い信頼、自分の足らざるところを他の

7月19日(火) 第12分区ガバナー補佐 安井克一様 補佐幹事
7月26日(火)「卓話」地区クラブ奉仕委員長 石井七郎様

例会訪問

委員長：長島正巳

1. 地区R財団セミナー
8 月 7日(日) 京葉銀行文化プラザ

7月

諸事のお祝い
・結婚記念日・

森谷充伯会員 1995年7月7日
・会員誕生日・

髙橋 清会員
中原光男会員
小菅正彦会員
佐藤正之会員
齋藤和實会員
中村力三会員
竹内能一会員
小林 弘会員

7月 1日
7月 3日
7月 3日
7月21日
7月22日
7月23日
7月27日
7月28日

・夫人誕生日・
野村 充夫人（敦子様)
7月 5日
三村藤明夫人（美智子様） 7月23日
山本穣司夫人（順子様）
7月30日
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びの大震災を受けた日本。ロータリーもそ
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東日本大震災支援特別委員会

鈴木 悦朗

人のためにつくすこと」

「永続的な顧客を得る道」であり、
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「チャリティーコンサート」
ジャズ生演奏
2011年 7月 7日(木)18時00より19時45分まで
東日本大震災被災者支援のために、当会メンバー
の崎谷延好会員の奥さま（竜野みち子様）のお声
がけご協力により、北小金駅前ぺデストリアンの
上でチャリティコンサートを開催いたしました。

(鈴木会長 あいさつ)

(並木会員.池田会員)

(街の方々の募金)

(長島会員.石井会員)

街の皆様ご協力ありがとうございました。
募金額
114,011円
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。

