
 

《会報・IT・雑誌 

         ・広報委員会》 

    

       財団BOX 

   4,809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. 

 . 

児山守治幹事 

 今年も皆様と共に身体に気を付けて頑張って 

  行きたいと思いますので どうぞよろしくお 

  願いいたします。 
    

浅野 久会員 
 誕生のお祝いありがとうございます。 

  70才になりました。これを契機に心身共に頑張 

 るつもりです。よろしくお願いいたします。 

伊師嗣迪会員 
 ◎誕生日のお祝いありがとうございます。 

  辰年(本当は節分の前なので ウサギの尻尾で 

  すが)今年は72才になりました。 

 ◎結婚祝いをありがとうございます お互い 振 

  り向いてくれる人は 他にいないということ 

  を膚で感じあい 仲良く暮そうと努力してお 

  ります。 

並木幸雄会員 
 誕生祝いをいただきありがとうございます。 

 74才になりました。今年も明るく楽しく元気 

 で過ごしたいと思います。 

寺川忠男会員 
 新年を祝してニコニコいたします。 

崎谷延好会員 
 本日は家内の誕生日を祝って頂きありがとうご 

 ざいます。何かと頼る事が多くなってきている 

 と思います。最近では家内ではなく「おっかな 

 い」になって参りました。これからも元気で 

 やってもらいたいと思います。 

齋藤国春会員 
 家内の誕生日を祝って頂きありがとうございま 

 す。お互いに年をとってきましたので 何より 

 元気で生活してくれればと思っております。 

 今年もどうぞよろしく！ 

ニコニコＢＯＸ  1月 諸事のお祝い  

結婚記念日 
 

伊師嗣迪ご夫妻 1969年 1月 25日 

会員誕生日 
 

山本穣司会員    1964年 1月 6日 

伊師嗣迪会員    1940年 1月12日 

小澤盛明会員   1961年 1月15日 

浅野 久会員   1942年 1月19日 

並木幸雄会員   1938年 1月21日 

大川隆永会員   1975年 1月21日 
 

夫人誕生日 

齋藤和實夫人(和 子様)  1月 3日 

崎谷延好夫人(美智子様)  1月 8日 

平田洋一夫人(早 苗様)  1月12日 

米山奨学生 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。3
月には卒業できると思

います。 
(並木米山委員長 

  ライ・ブワンさん)   

(伊師会員) 

(浅野会員) (並木会員) 

(齋藤国春会員) (崎谷会員) 
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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 
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第1901回 例会 (第 26 週)  2012年 1月10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 



The Ideal of Service (奉仕の理想）にむけて夢を追いかけよう 
                               

 

   

 「こころの中をみつめよう」はRI会長バネル

ジ氏の掲げた今年度のテーマですが、新年と

なりロータリアンとして尊敬されるように、

日々精進してまいりたいと思います。 

 

 さて1月はロータリー理解月間です。 

ロータリークラブは人に対する思いやりや人

のためにつくすという奉仕の理想という 

基本理念を持っています。 

 ロータリーでいう Service とは人のために

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

につながます。 

 親睦と奉仕の両輪であり、ただ単に楽しむ

だけでなく、ロータリアン同士の深い信頼、      

自分の足らざるところを他のロータリアンか

ら学ぶ姿勢を大切にしながら、奉仕理念を研

鑽し、自己改善を図り、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

む社会奉仕・国際奉仕を実践しようではあり

ませんか。 
 

 入りて学び、出でて奉仕せよ「Enter to 

learn ,Go forth to serve」 

 

 今日は、大倉さんの奥様のお通夜で、ご親

戚や関係者の方も多く、少人数での例会と

なってしまいましたが、その分、皆さんで例

会を盛り上げてまいりましょう。 

 

 新年スタートにあたり、なおいっそうスタ

イルを磨き、奉仕の理想にむけて夢を追いか

けようではありませんか。 

2012年 

1月第1例会会長挨拶 
会長 鈴木悦朗 

 

 皆様改めまして新年明けましておめでとう

ございます。 

 除夜の鐘から始まり、新年の祈願等のお寺

の行事がひと段落いたしました。今年は初詣

の方が多く、昨年の震災の影響か、遠くに出

かけるのではなく地域のお寺や神社を大切に

しようという雰囲気があるようです。ご高承

のように、私にはお正月どこにも行けないの

で、本を読むことも、テレビを見る時間もな

かったのですが、普段から隙間時間に取り組

んでいるフェイスブックで宝塚の「ブスの二

十五ヶ条」というのが目に留まりました。 

 

1,笑顔がない 

2,お礼を言わない 

3,美味しいと言わない 

4,精気がない 

5,自信がない 

6,愚痴をこぼす 

7,希望や信念がない 

8,いつも周囲が悪いと思っている 

 

 等々読んでみると、女性だけじゃなくて男

性にもあてはまる気がしました。美人は内か

ら作るものですし、仕事が出来る人と共通点

があると思いませんか？ 

この25箇条には仕事美人、生活美人が詰め

込まれているように思います。成長するって

一つ一つに自分なりの答えを見いだして、身

につけていくことだと思います。 

 私が今年度の方針として「スタイルを磨

き、奉仕の理想を追いかけよう」というテー

マを掲げましたが、スタイルを磨くとは外見

だけではなく、このブスの25ヶ条のように、

心の内面から発露するものが多いと思いま

す。 

  1 月 度 ロ ー タ リ ー 理 解  推 進 月 間  

                 WEEKLY REP   RT 

幹事報告：児山守治 

     

              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。 

 

   

1. 例会変更のお知らせ 

 ・松戸西ロータリークラブ 

   1月18日(水)移動例会に変更 

          点鐘 18：30 

          場所 松葉鮨 

2. 福島県相馬市長 立谷秀清様から 

    100万円の領収書が届いております 

3. 特定非営利活動法人 ちば里山センター 

    案内が届いております  

☆ 皆さん本年もどうぞよろしくお願いし

ます。寒いですから どうぞご自愛下さい

ませ。(児山幹事) 

 第 7 回理事会議事録  

 

 1.  今月の予定について 

 2.  会長・幹事会の依頼事項について 

 3.   2月  8日(水)はIM 

 4.   2月14日(火)は夜間例会 

 5.  創立40周年記念行事について 

    宝塚  ブスの二十五ヶ条 

 

  1.笑顔がない 

  2.お礼を言わない 

  3.美味しいと言わない 

  4.精気がない 

  5.自信がない 

  6.愚痴をこぼす 

  7.希望や信念がない 

  8.いつも周囲が悪いと思っている 

  9.自分がブスであることを知らない 

 10.声が小さくイジケテいる 

 11.なんでもないことに傷つく 

 12.他人に嫉妬する 

 13.目が輝いていない 

 14.いつも口がへの字の形をしている 

 15.責任転嫁がうまい 

 16.他人をうらやむ 

 17.悲観的に物事を考える 

 18.問題意識を持たない 

 19.他人につくさない 

 20.他人を信じない 

 21.人生においても仕事においても意欲がない 

 22.謙虚さがなく傲慢である 

 23.他人のアドバイスや忠告を受け入れない 

 24.自分がもっとも正しいと信じ込んでいる 

 25.存在自体が周囲を暗くする 

ロータリーの目的 

 
 社会生活における人間の幸福は、他人への

思いやりと助け合いにあるとするロータリー

では、国際奉仕・社会奉仕・職業奉仕・クラ

ブ奉仕の四部門を設け、各自の職業を通じて

“奉仕の理想”を推進することを目的として

おり、そのためには、 

① 知己を求めて奉仕の機会を多くもつ 

② 各自の職業に誇りを持ってその道徳的基準 

   を高める 

③ 公私の別なく奉仕の理想を実行する 

④ 国際的にも理解と友情を広め、かつ深める 
 

という四つの道をひらき そして各自の行動を 

 

  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 
 

という四つのテストに照らして反省につとめ

るものであります。 
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