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来週はクリスマス家族例会

ロータリー情報委員会

野村

2011年12月20日(火)
18：30
ザ・クレストホテル柏

充 委員長

皆さま こんにちは！
先々週、入会されました吉野正一会員をつれ
て松戸西ロータリークラブにメイクアップに
行って参りました。
吉野会員は火曜日に仕入れなどがあり、当
クラブの例会に出られませんでした。西クラ
ブは吉野会員はそこに友人が沢山いて、例会
日が水曜日なので、メイクアップ先に選びま
した。アットホームな例会でカレーライスを
頂いてきました。そのときに「卓話」があり
聖徳学園の教授で長江さんという女性の方の
お話を聞いてきました。石材店をやっていら
して、東日本大震災の時のお話をされまし
た。津波で墓石が流されたり、倒れてしまっ
たりしてる それに家族は手を合わせていま
した。墓地というのは家族の歴史でありそこ
に魂が入っているというふうに考えると長江
さんがおっしゃっていたのが記憶に残ってお
ります。今、私は忙しくて今日も往診の帰り
なんですが新しい老人ホームがどんどん出来
ています。介護保険の給付は65才からです。
実際、要介護というのは5段階ありますが最
高で27万円くらいのサービスが受けられ、一
割の負担がかかります。介護保険が出来た当
時は100才以上の方が十分の一だったそうで
す。今 は 100才以 上の方 が 20,000人以 上い
て、男の人は一割であとは女性の方だそうで
す。女性は長生きしますね。そういう中で歯
科のサービスを私 何年か前からかやらせて
頂いています。髙橋さんのお姉さんの治療も
しておりますが、歯科技師さんは髙橋さんの
息子さんです、世の中うまく回っているとい
うことなんでしょうか。
ありがとうございました。

津軽三味線
ジャズピアノ演奏
ビンゴゲーム

新世代育成委員会
「ライラ」
大川隆永 委員長
.

先週の金曜日(12/9)に新世代
育成委員会を開きました。来年の2月に「ライ
ラ」のセミナーがございますが、それについて
委員の皆さんと相談をしました。ライラの参加
者は男女二名という事です。千葉興銀さんから
男性一名は出ていただけることになりましたが
女性一名は、まだ決まっておりません。皆様の
会社内の方か、あるいはお孫さんで14才から30
才までの方がいらっしゃれば推薦していただき
たいと思います。
12月20日までに出席される方を決めていきた
いと思います。ご希望の方がいらっしゃいまし

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2月18日(土)19日(日)の一泊二日で行
われる予定です。どうぞよろしくお願いいたし

第18 98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.
委員長：伊師 嗣迪

副委員長：大川 隆永

委

委

員：平田 洋一

2011 ー 2012年度

たら私か委員までお話いただければと思いま

ます。

《会報・IT・雑誌
・広報委員会》

WEEKLY REP RT

WEEKLY REP

員：髙﨑 卓哉

財団BOX
5,232円

(第 23 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 13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
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047-344-5696 / 047-344-5696
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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

多くの方が感じられている「絆」… 東日本
大震災、台風やタイの大洪水などの災害により
人と人との絆の大切さに気づかされました。
なでしこジャパンのＷ杯優勝でのチームワーク
でも同じことを感じました。
うちの幼稚園でも今年のテーマも「絆」にしま
した。
心を一つにすることが今 求められていますね。
今日のメッセージは、『職業と仕事』です。
「あなたの仕事は何ですか」と尋ねられたとき
に、なんと答えますか。
先生・会社員・プログラマー・運転手・整備士
公務員・美容師など、数多くのものがあがるで
しょう。これらは職業なんですね。「仕事」は
「志事」ともいいます。
つまり仕事とは、何のためにやっているかと
いうことです。
先生であれば、先生という職業を通して、目
の前にいる子ども達かかわる保護者、さらに地
域の人たちに、どのようになってほしいかとい
う思いが大切です。
先生という職業一つでも、自分の思うように
ならないこともあります。しかし、何のために
かを思い続けて行動していると新しいことに気
づくことができます。

ＹＥＳから入るか ＮＯから入るか
できませんから始まる言葉
できません・・・・・・・・なぜならば
やってみますから始まる言葉
やってみます・・・・・・・どうやって

ＹＥＳから入るか ＮＯから入るか
与えられた課題は同じ
要望も同じ
それをどう捉えるか
指示命令、無理難題を、できませんと拒む
かやってみますと、チャレンジするか捉え
方次第で全く変わる。

☆ 皆さんこんにちは！お寒うございます。
来週火曜日12月20日はクリスマス家族例会
です。皆様のご家族と逢える事、楽しみに
しております。風邪など引かぬよう充分気
を付けて頂き「うがい＆手洗い」の励行を
いたしましょう。
(児山幹事)

「できません」からスタートした発想は必ず
できない言い訳を考える思考となる
「やってみます」からスタートした発想は必
ずどうすれば、そのために、という未来への
問いかけになる
同じ課題を出されても、思考の違いで次の展
開は全く違う
ＹＥＳから入るかＮＯから入るか
◇

◇

幹事報告：児山守治

★職業ではなく、仕事を心掛けましょう！
汽車と帆船の
オブジェ

・鎌ヶ谷ロータリークラブ
12月15日(木) 夜間移動例会
点鐘 18：00
場所 ディズニーランド
12月29日(木) 休会

(

(次ページにつづく)

日が落ちると駅前
の色とりどりの
輝きにふっと足を
とめたくなる12月
のひととき
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会場監督
1. 例会変更のお知らせ
・松戸ロータリークラブ
12月21日(水) クリスマス家族例会
点鐘 18：30
場所 聖徳大学10号館
12月28日(水) 休会
1月 4日(水) 休会

イルミネーション﹂

皆さんこんにちは12月12日は、日本漢字能力
検定協会が全国から公募した「今年の漢字」を
発表しました。今年の漢字は「絆」に決定いた
しました。
平成23年の世相を１字で表す「今年の漢字」
が「絆」に決まり、日本漢字能力検定協会が本
日、京都市の清水寺で発表したそうです。
協会によると、応募総数は49万6997票。トッ
プの「絆」が6万1453票を集めた。２位は
「災」、３位は「震」、４位は「波」、５位は
「助」だったそうです。

1月 5日(木) 休会
1月12日(木) 新年会
点鐘 18：00
場所 三角屋(割烹料理)
2. ガバナー事務所より2012年度
国際親善奨学生募集
3. 人道的補助金専門家グループ登録書式
が届いております。ロータリアン・ボラ
ンティアとして人道的補助金グループの
メンバーになりたい方

﹁北小金駅前

会長挨拶：鈴木悦朗

清

齋藤国春

清

齋藤国春
渡辺敏弘
並木幸雄
寺川忠男
小林

弘

小菅正彦
上記の方々が役員・理事として
クラブ総会で承認されました。

ニコニコBOX
齋藤和實会員
ロータリー農園
のお礼をいただ
きありがとうご
ざいます。
5月・・いも苗
7月
｜・・草取り
9月
10月・・いも堀り大会
ロータリー農園では30 (花器に飾った さつ
まいもから葉っぱ… )
年の間、さつまいもを
毎年毎年、5月に苗を植え収穫してきま
した。これからもずーと続けて行きたい
と思います。

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。
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