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来年40周年記念事業開催です
諸事のお祝い

40周年記念委員長に決まりました

小林

結婚記念日
山本穣司ご夫妻

1991年12月 15日

どうぞ よろしく
お願いいたします

会員誕生日
鈴木悦朗会員
寺川忠男会員

1957年12月12日
1936年12月25日

本日(12/6)のニコニコＢＯＸ

夫人誕生日
伊師嗣迪夫人(由紀子様) 12月23日
髙橋一彦夫人(恵美子様) 12月28日

鈴木悦朗会長
先日は応援していた柏レイソルがJリーグ優勝
髙橋一彦会員

を果し、久々に感動しました。東葛地区にとっ
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寺川会員

鈴木会長

(

(

)

)

てもうれしいニュースです。また、本日は誕生
日祝いのプレゼントありがとうございます。
54才になりました。まだ若輩ではございますが

)

米山奨学生

弘委員長

ライ・ブワンさん

皆さんこんばんは！ 今回も奨学金140,000
円を頂いて本当にありがとうございます。先月
木更津で行われた地区大会にロータリアンの皆
様と一緒にバスに乗せてもらって、参加してき
ました。その時に米山奨学生と他の団体と地元
の高校生とで「新世代の集い(水の大切さ)」に
ついて意見交換をして参りました。いろいろな
国の水問題、一番大切な資源「水」です。日本
では蛇口を回せば水がでますが、国によってち
がいます。いろいろな問題があり、それについ
て意見交換をし、社会に役立ちたいと思いまし
た。これからもがんばって行きたいと思いま
す。
ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。
児山守治幹事
師走になりましたね！ここで一句
☆

ほおずきを 鳴らす 乙女の口を見て

伊師嗣迪会員
妻の誕生日のお祝いありがとうございます。
年金の通知が来て喜んでおります。
寺川忠男会員
本日は誕生日のお祝い品を頂きありがとうござ
いました。私も今月の誕生日から、いよいよ後
期高齢者の仲間入りとなります。嬉しいような
寂しいような複雑な心境です。
小澤盛明会員
米山功労者の感謝状ありがとうございました。
お役にたてば幸いです。
髙橋一彦会員
本日は妻の誕生日のお祝いありがとうございま
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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

す。来年度は息子も中学生！
色々と苦労を掛けられそうですがメンテナンス
をしながら、うまく付き合って参ります。今後
(ライ・ブワンさん

並木米山委員長 )

ともよろしくお願いいたします。

第18 97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
4,507円

(第 22 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12月 6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
第 6 回理事会議事録
昨年、NHKで「無縁社会」というドキュメン

12月第1例会会長挨拶

会長

鈴木悦朗

先週の土曜日は応援していた柏レイソルが
優勝して感動いたしました。
「無名軍団３強マッチに勝ち、震災に勝っ
た」、「ひとつになれば奇跡がおこる」との
見出しがスポーツ新聞の一面に躍りました。
昨年２部落ちしていたチームの初優勝はＪ
リーグ19年の歴史における史上初の快挙、頂
点まで昇り詰める大躍進をいったい誰が予想
したでしょうか。まちづくり運動をしている
私にとりましては、何をやってもだめという
ネガティブな風潮が東葛地区にある中、やれ
ばできるというポジティブな雰囲気がでてく
るのではないかと期待しています。本日の日
本経済新聞によれば、柏レイソル優勝の経済
効果は50億円以上だそうです。柏の高島屋、
そごうの翌日曜日の来店者数は５割増、３割
増だそうです。
東葛地区に相撲とともにこんな明るい
ニュースが走ったと思えば、女子中学生と小
学２年の女子児童が相次いで刃物で刺されて

1. 12月の予定について

タリー番組が話題になりましたが、無縁の死

2. 12月20日クリスマス移動家族例会について

を迎える方が年間3万人、それも12年連続の数

3. 小林辰幸氏の入会について

字だそうです。これも家族のあり方の問題が

4. クラブ総会12月13日

大きく起因しています。さて12月は家族月間

5. 40周年記念式典

です。「心の中をみつめよう」をテーマに掲

6. 委員会費 上限6000円(会費は3000円)

小林実行委員長に決定

げるバネルジーＲＩ会長は、第一の強調事項
として「家族」を挙げています。万事は家族
から始まり、私たちのおこなう奉仕すべて、
世界をよりよくしていこうと望む出発点は家
族にあり、あらゆる家族の中心をなしている
のが母と子であると指摘しています。いい家
族があって、いい地域社会となり、世界をよ
りよくしていくことができる。ちなみに第二
の強調事項は「継続」（ロータリーのことを
きちんと知る）、第三は「変化」（変えるべ
きものを変える）です。さて、ロータリーク
ラブを小さな地域社会と考えた場合、委員会
は「家族」です。今年度の方針として、①会
員増強、②例会の充実、③スタイルを磨こう
という項目とともに挙げたのが、④委員会活
動の充実です。

負傷した事件、さいわい昨晩、加害者が逮捕
されましたが、埼玉県に住む高校２年の男子

おかげさまで大半の委員会に開催していただ

生徒でした。こういう事件は往々にして家族

き、私も幹事 も参加させていただき ました

関係の問題が潜んでいます。

が、まだ開催されていない委員会が若干あり

戦後60有余年、核家族化、家概念の崩壊、

ます。ご家族を大切にするのと同じように、

個人主義の蔓延の中で孤立する若者たちが増

開催していただきたいと思います。委員会は

えています。孤立しているのは若者達だけで

お仕事で忙しい会員に配慮した日程で開催で

はありません。私も東京のお寺の住職たちに

きますし、より大勢でとお考えでしたら合同

「直葬」という葬儀に行く機会が増えている

で委員会を開催してもいいでしょう。より濃

と聞きました。直葬とは通夜も告別式も行わ

密な委員会での会話の中では、クラブをより

ず、火葬場の炉の前で15分程度のお経をあげ

よくするにはどうあるべきか、ロータリーへ

る、誰にも見 送られずに行う葬儀だ そうで

の夢も語り合っていただき、ご提言もいただ

す。

きたいと思っております。

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
12月30日(金)→22日(木)に変更
クリスマス・チャリティ家族例会
点鐘 18：00
場所 松戸商工会館5Ｆ
・松戸中央ロータリークラブ
12月15日(木) クリスマス例会
点鐘 18：00
場所 聖徳大学10号館
12月22日(木) 通常例会
12月29日(木) 休会
・松戸西ロータリークラブ
12月21日(水) クリスマス例会
点鐘 18：00
場所 日本閣 南柏
12月28日(水)→27日(火)
夜間例会に変更
場所
びわ亭
1月4日(水) 休会
・柏東ロータリークラブ
12月22日(木)→23日(金)
クリスマス移動例会
場所 クレストホテル
12月29日(木) 休会
1月 5日(木) 夜間例会 点鐘18：00
場所 「香蘭」

・市川東ロータリークラブ
12月13日(火)→11日(日)
クリスマス例会
点鐘 16：30
場所 ホテルオークラ
12月27日(火) 休会
1月 3日(火) 休会
1月17日(火)→12日(木) IMに振替
・我孫子ロータリークラブ
12月13日(火) 家族親睦旅行
伊豆修善寺温泉
12月27日(火) 休会
1月 3日(火) 休会
1月10日(火) 新年夜間例会
2. 松戸市消防出初式
2012年1月 7日(土) 訓練センター
3. バギオ基金2010年事業報告書と基金への
寄付のお願い
☆ 皆さんお寒うございます。冬らしく
なってまいりました。明日は大雪と書いて
大雪。一層厳しい寒さが始まります。どう
ぞお身体ご自愛下さいませ。(児山幹事)

ニコニコBOX

11月29日(火)

石井新一会員
先週のゴルフ同好会のコンペで久しぶ
りに優勝できました。
次回も連続優勝を目指します。
ありがとうございました。
崎谷延好会員
先日の納会コンペで二位に入りまし
た。競馬も当たり、美酒を味わった
一日でした。先ほど小林さんから、
あれだけ大声で念を押されるとニコ
ニコしない訳には参りません。
寺川さん、添田さんからも最低ライ
ンの金額の指示もありニコニコいた
します。

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。

