
 

《会報・IT・雑誌 

         ・広報委員会》 

    

       財団BOX 

   4,757円 

  

    委員長：伊師 嗣迪     副委員長：大川 隆永 

  委 員：平田 洋一     委    員：髙﨑 卓哉  

  

  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. 

 . 

 会員増強・選考・職業分類委員

会 

 
  委員長 野村 充 

 

 

  8月は会員増強月間で

す。私ども会員増強・選

考・職業分類委員会は私と委員に 石井新一

副委員長、浅野 久委員、森谷充伯委員で

構成されております。今年度 松戸北ロータ

リークラブの目標に鈴木会長は「会員増強

並びに例会の充実」を挙げておられます。

これは今年度 国際RI第2790地区2011-12年

度ガバナー山田修平氏の本年度地区方針

「より強力な魅力あるクラブに」とあるた

めの重点目標  

① 五大奉仕部門への理解と実践—-クラブ 

  委員会数の見直し  

② 各クラブ 10％の会員増強 

③ 会員研修の充実 

④ クラブ例会の充実 

⑤ 職業奉仕の重要性の再確認 

⑥ 各クラブで社会奉仕部門での新規事業 

  の立ち上げの検討と実践 

⑦ 国際奉仕活動への関心と実践 

⑧ 新世代の健全な育成 

⑨ ロータリー財団と米山記念奨学生への 

  理解と協力 

⑩ RI国際大会参加の推進というすばらしい 

  目標の内 ②のクラブ 10％の会員増強 

  ④の例会の充実という地区目標にも沿 

   ったものです。 

ポートプラザホテルにて退会防止、会員増強

のための「クラブ奉仕セミナー」が開催され

各々分区の代表発表もありました。題は“ど

うすれば退会者を減らす事ができるか”であ

りました。その中でセミナーを総括した崎山

パストガバナーが RIの中で日本のRCが12万人

から9万人に減少した事は RI理事枠の一人で

発言力が弱くなる事や世界的にみて RCのメン

バーの増加が著しいのはインドだそうですが 

人頭分担金は日本では一人当たり100ドルであ

るのにインドでは50ドルであるとのお話があり

ました。 

  翻って我が 松戸北ロータリークラブでは  

地区セミナーに先立ち 7月19日に増強委員会

を開催いたしました。鈴木会長 参加のもと白

熱した議論が百出致しまして地区目標は 10％ 

増強だが 吾々はみんなで10名の増強を目指そ

うという事になりました。  

 35-40年前 白面の美青年でありました石

井会員、浅野会員、小林会員、寺川会員はク

ラブにも新しい人材が必要であるか・・・・

熱く語り合いました。その後 小林会員と寺川

会員は増強委員ではないことがわかりまし

た。今後も増強委員会にオブザーバーとして

参加していただこうと思っております。 

以上のような経緯でございますので どうぞ皆

様方におかれましては新しい仲間を盛り立て

て又、入会希望の方をご紹介頂けますようお

願い申し上げ会員増強月間 冒頭の委員長 発

表とさせていただきます。 

     ご静聴ありがとうございました。 

委員会活動報告 
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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 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■ T E L / F A X - 

■We b/Mai l- 
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第1880回 例会 (第 5 週)  2011年 8月 2日(火) 

2011 ー 2012年度 

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 

 

■国際ロータリー会長カルヤン・バネルジー 
■第 2 7 9 0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 

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 



8月 9日(火)「卓話」 中村力三会員 「終戦の日を前に」 

8月23日(火)「卓話」 2004-05年度ガバナー 杉木禧夫様 予告 

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 

今日は8月2日 パンツの日です。終戦後、昭和23
年8月2日、日本でパンツを大々的に生産するよう

になったといいます。さて、先日、川上徹也さん

の「モテる会社・小さいけれどみんなが好きにな

る」という本を読みました。 
川上さんは、就職ランキングに入っていたり、圧

倒的な技術力や商品があったり揺るぎない信念が

あったり、誰もが認めるようなブランド大企業で

はなく、小さな会社に焦点をあてています。 

 

 川上さんがいろいろな会社を見てきて、モテる

会社には共通の特徴があることに気づき、この本

の中で「モテる会社の10ヵ条 

プラス１」を挙げその視点に 

おいて、さまざまな事例を挙 

げています。 
 
「モテる会社の10ヵ条プラス１」 

① 従業員やその家族を大切にしている 
② お客さんとのコミュニケーションを重視する 
③ 欠点や短所も正直に話せて、誠実である 
④ 何らかの形で、社会や地域に貢献している 
⑤ 他にはない商品・サービス・売り方がある 
⑥ 会社の特徴を「心に刺さる一言」で表現できる 

⑦ 多くの人が共感できる志や理念がある 
⑧ 誰かに話したくなるストーリーやエピソードが豊富 

⑨ どこかしら愛嬌やユーモアがある 

⑩ 経営者に情熱があり、社員がいきいきと働 

     いている 
プラス１．継続してちゃんと利益を出している 
 

  先日、「よく奉仕する者は報われる」という

ロータリーの奉仕理念を提唱したアーサー・フレ

デリック・シェルドンの「奉仕の原則と保全の法

則」（1929年出版）という本を田中毅さんが訳し

た本（2011年5月刊行）を拝読いたしましたが、

川上さんの10ヵ条プラス１とよく似ています。 

 
ロータリーは今世界最大のボランティア団体とい

われていますが、当初のロータリーは互恵クラブ

であり、人に喜ばれる会社になるための経営哲学

の勉強会でした。今日は川上さんの本を取り上げ

ましたが、人に喜ばれることの追求、ロータリー

奉仕の理想にむかって、会員それぞれの会社がモ

テる会社にならんことを願っております 

 理事会報告 
 

1. 渕上啓太啓太さんの入会承認成立 

2. 8月23日(火)は移動例会 びわ亭 

3. 定款・細則の検討委員会の設置承認 
  (髙橋 清・石井・小林・寺川会員) 

 

4. 2012-13年度地区大会幹事の推薦 

  (髙橋 清・石井・小林・寺川会員) 

 

5. 活動計画書、名詞は承認 

6. 手帳サイズ名簿は各会員一人ひとり 

  写真・住所・携帯電話等を掲載してよ 

  いか確認の上、作成する 

 

7. 伊藤明順会員の退会届受理 

8. 竹内能一会員の入院について 

 本日のお客様    
      

   松本幸夫様 (松戸 RC 所属)  

   申 澈權様 (松戸 RC 所属)  

 

会員誕生日 
 

石井新一会員 8月10日 

髙橋一彦会員 8月17日 

委員会活動報告 

親睦活動委員会 

 委員長：崎谷延好 

8月 諸事のお祝い  

結婚記念日 
 

崎谷延好会員 1993年8月22日 

大川隆永会員 1999年8月27日 
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幹事報告：児山守治 

     
1. 例会変更のお知らせ 
 

 ・松戸東ロータリークラブ   

  8月12日(金) 定款第6条第1節により休会 

  8月26日(金) 夜間例会に変更 

 

 ・松戸中央ロータリークラブ   

  8月11日(木) 定款第6条第1節により休会 

 

 ・市川東ロータリークラブ  

  8月16日(火) 定款第6条第1節により休会 

  8月23日(火) 親睦夜間例会に変更 

         屋形船(たかはし丸) 

             

2. 地区クラブ奉仕委員長の石井七郎様より 

  卓話のお礼状が届いております。 

 

3. 米山記念奨学生会委員会セミナー 

  8月27日(土) 千葉商工会議所14F 

 

4. 千葉県共同組合募金会「東北関東大震災 

  義援会」のお知らせ 

         

              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。 

 

   

ニコニコＢＯＸ 

石井新一会員  

  この度 喜寿を迎えました。 

  皆さんで祝って頂き ありがとうございま 

  した。まだまだ ガンバリます。 

吉田俊一会員 

  前年度のニコニコ表彰を頂きました あり 

  がとうございます。本年は中村さん 佐藤 

  さんとニコニコ委員会ですので ご支援の 

  程お願い申しあげます。 

崎谷延好会員 

  結婚祝い頂きありがとうございます。 

  最近ではオヤジの世話といい見習い生の 

  食事等と女房には頭が下がります。 

児山守治会員 

  カビの多い季節です。食べ物には充分気    

  をつけたいものですね！ 

  ここで一句！ 

  ☆ 西瓜喰い 被災地偲び 蝉時雨 

 

入 会 式 

   渕上啓太と申します。 

  

 石材店を営んでいます若輩者です。

商売をはじめた この地 すごくありが

たく大事に思って これから一生懸命

やっていこうと思います。皆様にご指 

 導を頂きながら活動していきたいと 

 思いますので ビシビシご指導下 

  さい。皆様 どうぞよろしく 

    お願い申し上げます。 

  

     米山記念奨学生 

    ライ・ブアンさん 
 

  5回目(8月分)の奨学金 

    140,000円いただきました 
   ありがとうございます。 

(並木米山記念委員長・ 

        ライさん) 
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