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諸事のお祝い

結婚記念日
添田雅春ご夫妻
中原光男ご夫妻
渕上啓太ご夫妻
髙橋 修ご夫妻

1960年
1969年
2003年
1979年

中原光男会員
結婚記念の花をありがとうございます。
夫婦共々元気です。今後ともよろしくお願い
いたします。

4月10日
4月25日
4月28日
4月30日

添田雅春会員
結婚のお祝いをいただきありがとうござい
ました。昭和35年4月10日ですので大分に
なりました。ありがとうございます。

会員誕生日
坂田長作会員

昭和 8年 4月11日

崎谷延好会員

昭和29年 4月21日

渕上啓太会員

昭和39年 4月28日

崎谷延好会員
本日は誕生日祝い ありがとうございました
雨の中 ご参加いただいた皆様のロータリー
への心を感じた次第です。ありがとうござい
ました。
小澤盛明会員
妻の誕生祝いありがとうございました。
最近は二人で血圧を測るようになりました。
何とも言えませんね。

夫人誕生日
佐藤正之夫人(静子様)

4月 8日

小澤盛明夫人(泰子様)

4月13日

家田真人夫人(留美様)

4月15日

(添田ご夫妻

髙橋 修会員
結婚のお祝いありがとうございます。
先日 恒例の二人での海外旅行に行って
来ました。ただただ 買物の荷物持ちに
徹してまいりました。末長く二人仲良く
今後もすごして行きたいと思います。
渕上啓太会員
誕生日と結婚が同じ日で恐縮です。
今後も夫婦愛和で参ります。ありがとうご
ざいました。

・鈴木会長)

(髙橋
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2011 ー 2012年度

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

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

修ご夫妻 ・ 会長)
(東漸寺のしだれ桜

2012.4.4撮影 )

第19 12回 移動例会
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》

2011-2012 国際ロータリー・テーマ

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

(第 37 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

2012年 4月3日(火)東 漸寺

■ 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

お花見移動例会

RT

東漸寺(談話室)

会長挨拶：鈴木悦朗
皆さんこんばんは。今日は雨風が強く、足

さまざまな団体の会合場所として使われるよ

下の悪い中、ご参集いただきありがとうござ

うになり、結いを創出する一定の役割を果た

いました。風速20メートルを超える春の嵐と

しております。

なると予想され、私も芝増上寺に行っていま

さて、先日のパスト会長幹事会で、わが松

して、帰りの電車も満員で３０分くらいの遅

戸北ロータリークラブの長期的展望について

れが出ました。本日午前中、電話で諸先輩や

いい議論がありました。今日の花見移動例会

児山幹事、崎谷親睦委員長と相談し、今日の

も荒天の逆境ではありますが、この談話室で

花見例会を中 止にするか検討いたしました

お酒を酌み交わしながら、ロータリーのこと

が、委託 しているシ ャトレの 食材も手配済

を議論しあう、いい親睦の機会としていただ

み、明日は談話室で松戸西ロータリークラブ

きたいと思います。

(髙橋

清会員・浅野会員)

(小林 弘会員

・ 添田夫人 )

(髙橋

進会員・小林

弘会員 )

の花見移動例会、あさっては５クラブ会長・
幹事会と日程が詰まっていることもあって、

第 10 回理事会議事録

出席できる人だけ集まって荒天の中ですが、

4月 3日 (火)17： 30〜 18： 30

予定通り実施 しようという運びとなりまし
た。この荒天では、さぞ欠席の方が多いだろ

1. 今月の予定

うと思っておりましたが、３２名の出席予定

2. 創立40周年記念行事

のと ころ２６名 ご出席い ただいて、ロータ

3. 正司 進様 入会承認の件

リーの絆に感謝しております。

4. 地区協議会出席者登録

(平田会員・鈴木悦朗会長)

(東漸寺のしだれ桜)

さて、東漸寺の本堂前のしだれ桜は樹齢３
北小金駅前の 満開の桜

３０年。いつも３月下旬に満開となるのです

(

が、今年は1週間以上遅れてようやくほぼ満開
となりました。あいにくの雨で、皆さんで見
に行くことは取りやめますが、談話室の前で
ライトアップしているしだれ桜を窓越しに見
ながら花見移動例会を行いたいと思います。

修ご夫妻)

(崎谷会員・

髙橋一彦会員)

(並木会員・吉田会員)

)

今移動例会で使用している談話室は、まち
づくり運動をしているうちに、会議をする場
所がほしいと いうことで民家を改修してつ
くった場所です。会員の浅野会員に改修工事
を依頼し、床は当時テレビチャンピオンだっ
た谷澤邦彦さ んのデザインをしてくれまし
た。「点と点がつながり、花が咲いてゆく」
という結いを大切にするまちづくりのコンセ
プトを表現していただきました。ピアノも崎
谷会員、生ビールサーバーも元会員の高橋 稔
会員、桜の絵も日本さくらの会からプレゼ
ントされ 今ではまちづくりの会合だけでなく

(髙橋

幹事報告：児山守治
1.

4月のロータリーレート
1ドル・・・82円
2. 2790地区チャリティパーティー
5月22日(火) ホテルマンハッタン
3. 米山梅吉記念館「春季例祭」
4月28日(土) 14：00〜
4. ちば里山センターよりご案内

(小澤会員・小林辰幸会員・渕上会員)

(吉田会員・中原会員・池田会員)

(髙橋次期幹事・長島会長エレクト)

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。

