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＜ゴルフ同好会
ゴルフ同好会：
同好会：小林 弘委員長＞
弘委員長＞
２０１３年５月１日(水) 藤ヶ谷カントリークラブにて会員１８名中、１６名の出席をえて松戸
北ロータリークラブゴルフ同好会のゴルフコンペを行いました。成績は下記の通りです。
また、５クラブ親睦ゴルフコンペですが、
お名前
グロス
ネット
現在、選手８名登録予定が６名と２名の
欠員が出ております。２名の枠を補うため
に後程、皆様に交渉させていただきますの
で、宜しくお願い致します。
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＜ニコニコ委員会
ニコニコ委員会：
委員会：吉田俊一委員長＞
吉田俊一委員長＞
■池田 清会員
家内の誕生祝いをクラブの皆様にお祝いしていただき
ありがとうございます。家内は 後期高齢者になりました。
■石井新一会員
女房の誕生祝いをありがとうございます。
■中原光男会員
ロータリー親睦ゴルフにて特別賞(次期会長)を頂きまし
た。有り難うございました。
■小林 弘会員
一年４ヶ月前よりスタートいたしました、松戸北ロータリークラブ創立４０周年記念
行事の最後の大仕事でありました、記念誌が伊師委員長、鈴木副委員長をはじめ、会
員皆々様のご協力により完成いたしました。先日、お客様並びに、関係各位の方々に
も、お送りする事ができました。心より感とお礼を申し上げます。今月中には会計報
告も致します。ありがとうございました。
■髙橋 清会員
すっかり風邪をひいてしまい、出席を約束していた地区協議会とゴルフ同好会を欠席
してしまいました。申し訳けありません。今後 健康に充分注意して迷惑をかけないよ
うにしたいと思います。よろしく
■渡辺敏弘会員
結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございます。もう３７年目に入りました。かな
り疲弊しておりますので お互い労り合いながら暮らして行こうと思います。
■長島正巳会員
本日は誕生日のお祝いありがとうございます。会長職も残り二ヶ月とりました。最後
までご協力よろしくお願いいたします。
■齋藤國春会員
結婚祝いの花束ありがとうございます。確か４８回目かな？ と思います。 二人と
も年相応の元気です。
■児山守治会員
新緑が美しい季節となり目の保養になりますね！
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第 1964回例会
1964 回例会 2013年
2013 年 5 月 7 日 ( 火 )
■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

■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

仁 ■ 例 会 場 - 松戸市根木内249-7

北小金ボウル1F
㈱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

社会奉仕基金 4,306円

《会報編集委員》織田証・大川隆永・渕上啓太・小林辰幸

■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

WEEKLY REPORT
＜第
＜第１９６４回
１９６４回：例会プログラム
例会プログラム＞
プログラム＞
18:30 点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
18:35 会食
19:00 会長挨拶 長島正巳 会長
19:10 幹事報告 高橋一彦 幹事
19:15 委員会報告
（諸事お祝）出席･親睦活動委員会 石井新一 委員長
４０周年記念事業実行委員会 小林 弘 委員長
ゴルフ同好会 小林 弘委員長
（社会奉仕基金ＢＯＸ）社会奉仕委員会 髙﨑卓哉 委員
（ニコニコＢＯＸ）ニコニコ委員会 吉田俊一 委員長
会報委員会 伊師嗣迪 委員長
19：30 点鐘
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＜幹事報告：
幹事報告：高橋一彦＞
高橋一彦＞
■例会のお知らせ
我孫子ロータリークラブ
5月14日(火) → 5月18日(土）に変更になります
社会奉仕活動「レンゲ祭り」
ゆうゆう公園にて

＜５月の諸事お
諸事お祝い 出席･
出席･親睦活動委員会：
親睦活動委員会：石井新一委員長＞
石井新一委員長＞

＜会長挨拶：
会長挨拶：長島正巳＞
長島正巳＞
会長挨拶をさせて頂きます。
まずは、４０周年記念誌委員会の皆さんのご苦労に感謝い
たします。
当クラブに於ける本年度最大の行事で有りました 創立４０
周年記念式典が記念誌発行を持ちまして無事終了出来た事
を、すべての会員に感謝いたします。
すでに４５周年に向けて益々クラブが発展して行く事と信じ
ております。
さて、連休も終り、皆様も個々にお休みを楽しまれた事と思います。
いよいよ今年度も残り２ケ月となりました。この２ケ月の間で大きなイベントとして残され
ているのが、今月２２日の５クラブ親睦ゴルフコンペ ６月は家族移動例会が残っておりま
す。
５クラブ親睦ゴルフコンペですが、現在、選手８名登録予定が６名と欠員が出ており、
２名の枠を補って頂けますようお願いいたします。来年度は当クラブがホストクラブとして
親睦コンペの主催に携わる事は決定しております。来年度の事も有りますので皆様宜しくお
願いいたします。
また、本日の理事会にて、議題となりました東日本大震災被災地訪問移動例会も社会奉仕
委員会と親睦委員会に、ご検討頂き是非実施出来ればと思っております。
皆様のご協力のお蔭で、現在時点で東日本大震災に対する義援金は約170万円近い金額を
残しております。この貴重な義援金を有意義に活用したいと思い今日までプールしておりま
すが、なかなか義援先が決まらず考慮している状態です。何とか自分達の力でその使い道を
探しだせればと思います。
是非、多くの会員の方に今年度最後の例会（東日本大震災被災地義援移動例会）に出席し
て頂き、次年度へバトンを渡したいと思います。ご協力の程よろしくお願いいたします。

会員誕生日：長島 正巳 様 ５月１２日

■会員誕生日
■夫人誕生日

夫人誕生日：石井 千代子 様 ５月４日

添田雅春様（５月１４日） 三村藤明様（５月３０日）
添田史子様（５月１１日） 織田一美様（５月２５日）中村春子様（５月３１日）

夫人誕生日：池田喜代子 様 ３月１５日

結婚記念日：渡辺 敏弘 様 ５月１５日

結婚記念日：齋藤 國春 様 ５月１５日

＜４０周年記念事業実行委員会
４０周年記念事業実行委員会：
周年記念事業実行委員会：小林 弘 委員長＞
委員長＞
記念事業と致しまして松戸市へ子供用車椅子１０台を寄付
させていただきました。そのお礼として５月２８日（火）に
松戸市より当クラブに対して高額寄付者として感謝状を渡し
たいとの連絡が入っております。
記念誌が伊師委員長、鈴木副委員長をはじめ、会員皆々様
のご協力により完成いたしました。会計報告は今月中に作成
し皆様にお渡し致します。

