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諸事のお祝い
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結婚記念日
佐藤正之ご夫妻
鈴木悦朗ご夫妻
小菅正彦ご夫妻
平田洋一ご夫妻
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1965年
1989年

鈴木悦朗会長

3月 7日
3月12日
3月15日
3月24日

ライ・ブワンさんは博士号取得 そして卒業お
めでとうございます。国に帰ってもロータリー
のことを忘れないでください。そしてますます
の活躍を祈念しております。また この度は結
婚記念日の花束ありがとうございました。

夫人誕生日
髙橋

児山守治幹事
このごろ少し春らしくなってまいりました
ね！ここで一句
☆ 春の海 磯の香りに 幸あれと

清夫人(節子様) 3月14日

森谷充伯夫人(道子様) 3月14日

春のうららかな日の一句です。

髙橋

(佐藤会員)

清会員

妻の誕生祝いありがとうございました。
いつの間に彼女も病院通いが多くなっておりま
すが まだ坂田会の皆さんと踊りでボランティ
アにはげんでいます。寺川会員もご一緒です。
今後ともよろしく。

(鈴木会長)

.

小菅正彦会員
花束をいただきました。
ありがとうございました。

佐藤正之会員
(小菅会員)

(平田会員)

(髙橋

結婚祝いの花束を頂きありがとうございま
す。この日以外 花を持ち帰ることはないので
大変喜んでもらえます。これもロータリーの
お蔭です。

清会員)

ゴルフ同好会の会費納入のお願い

平田洋一会員
1月分
3月分

2011-2012年度後期会費
(1月~6月) 10,000円

誕生祝いありがとうございます。
結婚記念日の花束ありがとうござい
ます。

渕上啓太会員

振込み先 千葉興業銀行小金支店
普通預金 6057781
ゴルフ同好会

申し訳ございません 早退させて頂きます。
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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

小林辰幸会員
申し訳ございません 早退させて頂きます。

第1909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

洋一

委

卓哉

員：平田

員：髙﨑

財団BOX
4,092円

(第 33 週)

■ 国際 ロータリー会 長カルヤン・バネルジー
■第27 90地区ガバナー
山田修平
■ 第 12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

2012年 3月 6日(火)

■ 例 会 日 ■ 例 会 場 ■ 事 務 所 ■TE L/FA X■ We b/Mai l-

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
創立40周年記念事業委員会
会長挨拶：鈴木悦朗
小林
ひとつひとつのいのちに、祈りを捧げましょう
皆さんこんにちは。
平成23年３月11日午後2時46分に発生した東
日本大震災から、間もなく一年を迎えようと
しています。マグニチュード９という大地震
に引き起こされた史上希にみる大津波によっ
て２万人以上の命が失われました。またその
津波によって原子力発電所の冷却装置が破壊
され、水素爆発を引き起こし、数十万人の方
が、今もなお避難生活を余儀なく強いられて
います。
この大震災で日本人には多くの学びがあり
ました。経済至上主義で、とかく「自分さえ
良ければいい。自分の家族さえ良ければい
い」という個人主義が大人にも子供たちにも

域の「絆」の大切さ、今まで日本の歴史の中

ら留学されている西安交通大学の周泰さんと
当クラブの米山奨学生のライ・ブワンさんを
お客様とお迎えしております。ライ・ブワン
さんはこの度博士号を取得され今月で博士課
程修了となります。後ほどお二人にスピーチ
を頂戴いたしたいと思います。
また先ほど理事会を開催し、40周年記念事業
の予算を決定いたしました。後ほど小林実行
委員長のその概略をお話していただきます。
今日は諸事お祝いもあり、ロータリーの「４
つのテスト」についてお話しするつもりです
が、また機会を改めてお話しさせていただき
ます。それでは今日もよろしくお願いいたし
ます。

第 9 回理事会議事録
３月６日(火)17：30〜18：30

で大切にしていたことが、海外に大きく報道

1. 今月の予定

される中でこの大震災に遭って認識させられ

2. 創立40周年記念行事

皆さんこんばんは！
創立40周年記念事業の予算案につきまして、
本日 理事会にはかり承認を得ました、その
ご報告を申し上げます。
総予算案が360万円です。11月17日の土曜
日場所は松戸駅前の聖徳学園の10号館で行い
ます。又詳しいことは決まり次第報告いたし
ます。毎年積立金としてやっており今現在
300万円ございますそのうち250万円を事業費
として使わしていただくと承認されました。
会員さんからは一人当たり15,000円を徴収
させていただきたいと思います。どうぞ よろ
しくお願い申し上げます。
ご招待する方々と市長にも出席していただ
けますよう連絡してあります。パーティーの
中のアトラクションも盛りたくさんご用意い
たしました。これからも何回か打合せを行
い、７月１日の長島正巳年度になりました
ら、招待状を出したいと思っております。又
途中経過を皆さんにご報告いたします。よろ
しくお願いいたします。

ました。しかしながら、その一方で仮設住宅
に余儀なく暮らしている人は、今までにして
いた隣近所のおつきあいが、個人のプライバ
シーの問題でうまくいってないことも報道さ
れていました。

幹事報告：児山守治
３月のロータリーレート
1ドル・・・78円

会長エレクト 長島正巳

来る３月11日午後２時より、東漸寺におい
そろそろ来年度の準備を始め

て、宗派を問わず、松戸市内の70件のお寺さ
んが集まり、失われてしまったあまりにも多
くの尊い命へ追悼の意を込めて、また、一日
も早い震災からの復興を御祈念致しまして、

本日のお客さま

ております。各委員会の委員長を決め、お

周奏 シェウシンさま
崎谷美智子さま
奨学生 ライ・ブワンさん

願いをしている段階です。3月末くらいに

松戸仏教会主催の「東日本大震災一周忌追悼
法要」を厳修致します。宗旨は問いませんの
で、ご自由にご参列・ご焼香ください。

米山奨学生

ライ・ブワンさん

さて今日は野村会員の日大歯学部に中国か

蔓延しつつあった中で、助け合う心、分け合
う心、また昨年の漢字に代表されるように地

弘実行委員長

は発表できるかと思います。

みなさん、今晩は！ ライ・ブワンです。
あっという間に一年過ぎました。
でもこの一年は貴重な一年でいっぱい思い
出のある一年でした。博士号も取得できま
した。ずーとこれからもお世話になったこ
とを忘れないようにここで皆様に誓いま
す。中村カウンセラーや松戸北ロータリー
クラブの皆様 本当に感謝しております。
それから全国のロータリーの方々のお陰で
奨学金がもらえ研究に励むことができまし
たことも お礼申し上げます。これからは社
会に貢献できることをしていきたいと思い
ます。みなさまありがとうございました。

お客さま

「周奏 シェウシンさまより一言 」
こんばんは！中
国の西安からまい
りました周秦と申
します。今日は初
めてロータリーク
ラブの例会に参加
(野村会員・周奏さん)
させていただきまし
た。ありがとうございます。
四年間、日本大学松戸歯学で勉強させて
いただいて今は野村先生のところに世話に
なっています。さっき40周年のお話を聞い
て、ちょうど自分の歳だと思いました。
東日本大震災が起こり一年になりますが
自分は震災後、何も出来ないのですが、皆
さんと一緒に、震災後の復帰を一日でも早
くできるように心から願っております。あ
りがとうございました。

国歌・ロータリーソング演奏

ジャズピアノ生演奏

崎谷美智子様

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。

