
《会報・IT・雑誌 

         ・広報委員会》 

   
       財団BOX 

   4,047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 

  田植えの下準備(しろかき)があちこちで見ら 

  れますね！ ここで一句 

        ☆ 水温む 小川に 魚楽しげに 

石井新一会員 

  女房の誕生日5月4日に明治神宮に参拝してま 

  いりました。これからも世話になるのでゴマ 

  をすっています。 

  誕生祝いありがとうございます。 

添田雅春会員 

  家内ともども誕生祝いをいただきありがとう 

  ございます。 

  二人とも後期高齢者になりました。腰痛その 

  他の加齢の辛さを感じています。 

中村力三会員 

  本日は結婚記念日と妻の誕生日を皆さんで 

  祝っていただきありがとうございました。 

  それと人生八十有余年 初めて入院生活を体 

  験しましたが病院という所は長く居る所で 

  はない事を痛感いたしました。現在 リハビ 

  リ中です 今しばらく休ませて下さい。 

  皆さんがビックリされると思いますが メタ 

  ボの中村からスリムの中村に変身してお目に 

  かかります。 

崎谷延好会員 

  4月24日に陸前高田市にピアノを納品して参 

  りました。軽トラックで1240kmはさすがに疲 

  れましたが 多くの方々に喜んで頂きました 

  それから もう一つ当クラブコンペで優勝し 

  ました。ニコニコいたします。 

渡辺敏弘会員 

  結婚記念日の花束を頂きありがとうございま 

  す。アレカラ36年が経ちました。この花束に 

  彼女の好物の団子を添えて今年のプレゼント 

  とします。 

長島正巳会員 

  誕生日のお祝い 有難うございます。先日 

  地区協議会もおわり いよいよ来年の風が吹 

  いて来ました。ご参加いただいた委員長様 

  ありがとうございました。   
 

  

ニコニコＢＯＸ  

(ピアノ調律する崎谷会員)     

(一瞬にして破壊された町並み 2011年3t月11日 

          陸前高田市・一本松)    

齋藤国春会員 

  結婚祝いを有難うございます。 

  今日の今日まで忘れていました。年をとって 

  忘れっぽくなり緊張が不足していました。 

  反省・・・・ 

織田 証会員 

  単身生活も 12年になります。今年は久々に 

  頂いたプレゼントを持って京都に帰ろうか 

  と思います。ありがとうございます。 

  東日本大震災支援委員会活動 (ピアノ贈呈) 

  2012年 4月24日に行って参りました。 

(コンサートを開く) 

(贈・ピアノ) 

                 WEEKLY REP   RT 

 

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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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 

第1916回 例会 (第 41 週)  2012年 5月 8日(火)  



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

 

   

５月第２例会会長あいさつ 
 

春が足早に北上を続け、ゴールデンウィー

クには全国的に大荒れにもなり大変な被害も

出たようです。先月30日には次年度に向けた

地区協議会も無事終了いたしました。 

さて、昨日行われた高校野球千葉県大会で

は、史上まれに見る松戸同士、専修大学松戸

高校と松戸国際高校の決勝で専修大学松戸高

校が優勝いたしました。これで甲子園かと早

とちりしてしまいました。また松戸市立小金

中学校科学部の皆さんが、「ロボカップ」と

いう手作りのロボットの全国大会で４位とな

りました。松戸第四中学校の吹奏楽部の全国

大会優勝とともに、地元松戸のこどもたちの

活躍は嬉しいですね。 

教育委員会から、小金中学校のロボカップ

メキシコ世界大会への派遣に伴う寄付の依頼

が当クラブにございました。全国で４位に

なったことにより、国際大会へ参加資格を得

たものです。参加生徒数は13名となったそう

で、旅費滞在費が当初見積もり一人当たり３

５万円を積算すると455万円となるところ、さ

らに経費の節減にも努力した上で、学校を通

じたＰＴＡの負担、公金の支出も行い、さら

に市内の大企業２社と市内５つのロータリー

クラブ、７つのライオンズクラブに助力を求

めているという状況のようです。先ほどの理

事会で、松戸のほかのクラブと相談し、バラ

ンスを考え、最高で10万円の寄付をすること

を会長にご一任いただきましたのでご報告い

たします。 

 

会長挨拶：鈴木悦朗 

＜ロボカップジュニアジャパンとは＞ 

文部科学省の外郭団体である独立行政法人

科学技術振興機構（ＪＳＴ）が国際科学技術

コンテストの一つとして公認している事業で

す。 

 ロボカップジュニアジャパンオープン2012

尼崎は2012年7月1日現在で19歳以下の子供た

ちを対象としたロボカップの大会で、ロボッ

トの設計製作を通じて、次世代のロボカップ

の担い手を育てることを目的としています。 

【Robo Cupとは】 

RoboCupとは 「西暦2050年までに、人間の

サッカー世界チャンピオンチームに勝てるロ

ボットチームを作る！」という、 世界の人々

に分かりやすい、夢のある目標を掲げる事に

よって、真に人間社会に役立つロボット技術

を育成することを目的とした、ユニークな国

際プロジェクトで、世界35カ国から競技者が

集います。 

  

    第11回理事会議事録  

 

       5月8日(火) 17：30～18：30  
 

 1.今月の予定について 

 2.松戸市教育委員会から「寄付のお願 

        い」への対応について 

 3.40周年記念事業の予算について 

 4.緑の羽根の寄付について 

 5.記念誌並びに手帳の写真撮影について 

                 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. 5月のロータリーレート 

    1ドル・・・82円 

2. 例会変更のお知らせ 

   松戸ロータリークラブ 

   5月23日(水)12分区親睦 

        ゴルフ大会 

        鎌ヶ谷ＣＣ 

3. 当クラブ移動例会  

     5月15日(火) びわ亭 

        点鐘 12：30 

 

(添田会員・鈴木悦朗会長)   (長島エレクト会長)          

(渡辺会員)              (齋藤國春会員) 

(石井新一会員        (織田 証会員)) 

夫人誕生日 

石井新一夫人(千代子様)  5月 4日 

池田 清夫人(喜代子様)  5月11日 

添田雅春夫人(史子様)  5月11日 

織田 証夫人(一美様)  5月25日 

中村力三夫人(春子様)  5月31日 

 

会員誕生日 

長島正巳会員 昭和30年 5月12日 

添田雅春会員 昭和11年 5月14日 

三村藤明会員 昭和29年 5月30日 

結婚記念日 
 

中村力三ご夫妻 1955年 5月 2日 

渡辺敏弘ご夫妻 1976年 5月15日 

齋藤国春ご夫妻 1966年 5月15日 

5月 諸事のお祝い  

   結婚記念日の花束 

誕生日祝いのプレゼント 

   

    ピアノ演奏 

     崎谷美智子様 

                 WEEKLY REP   RT 


