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8月 諸事お
諸事お祝い

国際ロータリー
国際ロータリー第
ロータリー第2790地区第
2790地区第12
地区第12分区
12分区

・結婚記念日・
崎谷延好会員 8月22日
大川隆永会員 8月27日

・会員誕生日・
石井新一会員 8月10日
高橋一彦会員 8月17日

・夫人誕生日・
庄司 進会員（好江様）
8月14日

松戸北ロータリークラブ
松戸北ロータリークラブ

.

四つのテスト
つのテスト

今週の
ニコニコＢＯＸ
今週
のニコニコ
ＢＯＸ
吉田俊一会員：全日本サッカー大会（参加8,700余チーム）で準優勝する事が出来ました。
12日からは韓国の全国大会に招待され参加するそうです。将来の為に大き
な糧になろうかと思います、応援ありがとうございました。
石井新一会員：日本人の平均余命まであと一年となりましたが、まだまだ、頑張りますよ
～。
崎谷延好会員：本日は結婚記念日を祝って頂きありがとうございます、ここ数年、93才の
オヤジのオシメまでやってもらっていますので感謝感謝の毎日です、家内
の言う事には「ハイ、ハイ」と従順な態度で接しております。先日のニコ
ニコで中身を入れないでだしてしまいました、本日その分も合わせて一本
という事で、よろしくお願いします。
児山守治会員：今日は、暦の上では立秋です、こらから朝夕は涼しくなりますね！ここで
一句『菊育てすててこ穿いて水をまき』菊の成長を見守りながら立派に
育って欲しいと念じながら、水をくれる一句です。
森谷充伯会員：家内のプレゼントありがとうございます、9月後半より、またまた欠席ぎみ
になりますがよろしくお願いします。
高橋一彦会員：誕生祝いありがとうございます。
鈴木悦朗会員：息子がカナダのホームステイから帰国致しますので早退させて頂きます。
大川隆永会員：結婚記念のプレゼントありがとうございます。
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言行はこれに
言行はこれに照
はこれに照らしてから
１・真実かどうか
真実かどうか
２・みんなに公平
みんなに公平か
公平か
３・好意と
好意と友情を
友情を深めるか
４・みんなのためになるかどうか

第 1929回
1929 回 例会
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2012 年 8月
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■国際ロータリー会長

田中 作治

■ 例 会 日 - 毎週火曜日12：30より（第1例会18：30）

■第2790地区ガバナー

得居

仁

■ 例 会 場 - 松戸市根木内249-7

北小金ボウル1F

■第12分区ガバナー補佐

川上 伸夫

■ 事 務 所 - 松戸市根木内249-7

㈱山安 内

■松戸北ロータリークラブ会長 長島 正巳

■TEL/FAX- 047-344-5696 / 047-344-5696

■松戸北ロータリークラブ幹事 髙橋 一彦

■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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さて、新年度に入り一ケ月が過ぎ、半数以
上の委員会が本年度における事業活動確認
の委員会打ち合わせが終わっている事と思
います。まだ打ち合わせが済んでいない委
員会はこの８月は大きな動きはないと思い
ますので出来るだけ月内に打ち合わせを済
ませる様お願いいたします。
来月９月になりますと、１７日には５ク
ラブ合同例会と情報研究会、理事会に於い
て先程承認されました２６日～２７日の移
動例会、また地区大会のお手伝いや、当ク
ラブの４０周年記念の準備に本格的に取り
掛かる事になると思います。
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幹事報告 髙橋一彦幹事

会長挨拶 長島正巳
８月に入り、オリンピックも後半戦にな
りました。
皆さんの期待の競技の成績は如何ですか？
それにしても、「なでしこJAPANは凄
い！」良くフランスに勝てました。
試合全体では、フランス有利な気がしまし
たが、耐えに耐え頑張ってくれました。
ロンドンとは時差が有りなかなかライブで
観戦出来ないのが辛いのですが、まとめて
ダイジェスト番で観るのもなかなかです
ね。
なかなか金メダルが取れない日本ですが、
体操の内村君はかなりのプレッシャーを撥
ね退け見事に金メダルを取得したシーンは
感動ものでした。
また、期待された競泳の北島選手は残念で
したが、彼の功績は永く語られるものだと
思います。
人が人に感動を与える姿は実に美しく、勇
気と希望を与えてくれる事を再認識しまし
た。
「スポーツを通じて平和な世界を！」
後半も日本勢の応援をして行きたいと思い
ます。
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その先、１０月２０日・２１日は地区大
会、１１月には６日にガバナー公式訪問、
１７日に当クラブ４０周年記念式典と軒並
み行事が押し寄せてまいります。何かと忙
しい秋となりますが、皆様のご協力の程、
宜しくお願いいたします。
RI会長の近況ですが、アフリカに渡りエ
チオピアのアディスアベバにてアフリカ連
合と国連アフリカ経済委員会にて野生ポリ
オウィルスがまだ存在することを確認し、
引き続きポリオ撲滅をする必要性を再確
認、「ポリオ撲滅運動を継続することを承
認した。」と報じられました。
多くの国を訪問され、世界平和にロータ
リーがどの様に関わっているかを、日々確
認出来る、これも本年度RI会長が日本人だ
から迅速に報じられ、我々がその一部の支
援をしている事が、誇りに思われる気がし
ます。この一年で国際ロータリーが身近に
感じられ、ロータリーが何をしているのか
が理解出来るチャンスの年で有ると思いま
す。
引き続き、出来るだけ情報を入手し例会
時にお伝えしていきたいと思います。
以上

柏東ロータリークラブ
松戸ロータリークラブ
松戸中央ロータリークラブ
松戸西ロータリークラブ
松戸東ロータリークラブ

８月１６日
８月１５日
８月１６日
８月１５日
８月１６日
８月３１日

休会
休会
休会
休会
休会
伊勢丹バンケットルームにて
チャリティオークション 夜間例会

理事会報告：
理事会報告：長島会長
本日、理事会にて設立した指名委員会
１．今月の
今月の予定について
予定について
は６名（並木委員長・石井会員・小林弘
第二週の例会（8/14）は定款第６条・第１
節により休会とします。
会員・高橋清会員・小菅会員・鈴木会
員）の人員で組織され、任期を２ケ年と
２．財団BOX
財団BOX休止
BOX休止に
休止に伴い社会奉仕基金
BOXを
ます。
BOXを追加
当面の
為替レート調整の財団BOXは現状、対ド
当面の指名委員会の
指名委員会の活動
ル換算レートが１ドル100円以下の為、当
a.事務局職員の採用 b.次々年度副会長の
指名 c.例会場移転の為の委員会メンバー
面の資金を社会奉仕に充てる事とし、社会
指名
奉仕基金BOXの徴収を増やす事にしま
９．例会場変更に
す。
例会場変更に対するアンケート
するアンケート結果
アンケート結果
３．例会変更
および今後
および今後の
今後の方向性について
方向性について
9/18（火）を9/19（水）の５クラブ合同例
会員数39名中回収表36件
会場変更希望者・・・19件
現場希望
会・情報研究会に変更
者・・・12件
どちらでも可・・・5件
9/25（火）を9/25（水）～26（木）の親睦
委員会主催の家族移動例会に変更
会場変更希望者数が過半数を超えました
４．ガバナー補佐公式訪問
ので変更に向けて対応します。
ガバナー補佐公式訪問・
補佐公式訪問・クラブ協議会
クラブ協議会
開催について
開催について
8/21の例会にガバナー補佐が公式訪問さ
れ、例会終了後クラブ協議会に参加されま
会報委員会：
会報委員会：伊師委員長
す。
クラブ協議会の議題は当日発表します。
例会への委員会報告は、要旨を箇条書き
５．小金宿まつり
小金宿まつり協賛
まつり協賛の
協賛の件
例年通り金一万円を寄付します。
にまとめて会報委員会にお渡し下さい。
６．前年度決算の
前年度決算の承認
理事会にて承認しました。
７．地区大会における
地区大会における選挙人選出
における選挙人選出について
選挙人選出について
40周年記念事業委員会：
周年記念事業委員会：小林委員長
当クラブの慣習に従い、会長・幹事が選挙 40周年記念事業委員会
人を務める事にします。
８．事務局職員及び
事務局職員及び指名委員会について
指名委員会について
40周年記念事業実行委員会の委員長会
現事務局職員の体調ならびに本人の希望に 議を8月9日正午より「びわ亭」にて開催
伴い、事務局職員の新規採用をします。
致します。
また、今後の副会長・幹事等の人選をス
ムーズに行う為に指名委員会を設立しま
す。

