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＜6月の諸事お
諸事お祝い＞
・会員誕生日・
吉田俊一会員 6月 1日
小林辰幸会員 6月16日
野村 充会員 6月16日
池田 清会員 6月19日
髙橋 修会員 6月29日
家田真人会員 6月30日

2012 ー 2013年度
2013年度

・結婚記念日・
長島正巳会員ご夫妻 6月20日

松戸北ロータリークラブ
松戸北ロータリークラブ

・ご夫人誕生日・
髙橋 修会員（多賀子様）6月 5日
鈴木悦朗会員（奈津子様）6月23日
髙﨑卓哉会員 (千 絵様) 6月23日
児山守治会員 (ひとみ様) 6月29日
（
石井新 一親睦 委員長）

ニコニコ委員会
ニコニコ委員会：
委員会：吉田俊一委員長

四つのテスト
つのテスト
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

■池田 清会員 おかげさまで、今年は76才になりました。一生懸命に頑張りたいと思いま
す。ありがとうございました。
■野村 充会員 誕生日のお祝いありがとうございます。
■長島正巳会員 26回目の結婚記念日です。益々強くなる妻は、山登りに励んでいます。
これからも二人仲良く永生きしたいと思っています。
■鈴木悦朗会員 家内の誕生日に素敵な記念品をありがとうございます。
■児山守治会員 紫陽花が咲いています。ここで一句

☆ 空梅雨に
空梅雨に 傘をたたみし 置き忘れ
■髙﨑卓哉会員 妻の誕生日のお祝いありがとうございます。
■小林辰幸会員 誕生日プレゼント ありがとうございました。年男も終わりで49才です。
6月2日(日)当日は2度目のフルマラソンに参加してきました。
タイムは前回より8分短縮しました。ちなみにタイムは60才までに3時間
切れるかも？ （次の年男の時に・・・）

第 1968回夜間例会
1968 回夜間例会 2013年
2013 年 6 月 4 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 5,015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
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68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「奉仕の理想」
18:35 会食
19:00 会長挨拶及び報告（理事会報告） 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
（社会奉仕基金ＢＯＸ）社会奉仕委員会
（ニコニコＢＯＸ）ニコニコ委員会
19：30 点鐘
＜会長挨拶：
会長挨拶：長島正巳＞
長島正巳＞

＜理事会報告：
理事会報告： 長島正巳＞
長島正巳＞
下記議案の
下記議案の決定事項を
決定事項を報告します
報告します。
します。
１．今月の
今月の予定について
予定について
6月 4日例会は、次年度のRI会長・ガバナーの指針について（会長エレクト）発表
6月11日例会は、通常例会最後に付き、今期の総括のついて
6月18日例会は、家族親睦移動例会
6月25日～26日、東日本大震災被災地視察親睦移動例会
２．ロボカップ世界大会出場支援
ロボカップ世界大会出場支援について
世界大会出場支援について
新世代奉仕委員会の事業とし、今年度の予算不足分を会から補てんし、昨年と同額を寄付事が
議決しました。
来年度からは、新委員会にて再検討する事とします。
３．事務所引っ
事務所引っ越しの件
しの件
事務所の現状復帰に関し、家主で有る山安さんと相談し、実施内容等を決めるこことなりまし
た。
４．会長エレクト
会長エレクトからの
エレクトからの報告
からの報告
新事務所改装に付いての報告がありました。
既に、改装工事は終了し、予定通り6/11に移転作業が可能との事。
費用に関しては、次年度予算からの支払いとなります。

＜幹事報告：
幹事報告： 高橋一彦＞
高橋一彦＞
6月のロータリーレイト 1ドル・・・100円
松戸健康福祉センター
6・26ヤング街頭キャンペーンの実施
「新国連薬物乱用根絶宣言」2009-19年の支援事業の一環
日時 6月22日(土) 14：00～ JR松戸駅デッキ
緊急のお知らせ
2830地区ホームページが不正なコンテンツが挿入された可能性があります。ウイルスに感
染する恐れがありますので2830地区HPはアクセスしないようにおねがいいたします。

収入の部
予算 3,700,000円
実績 3,860,218円

織田 証 会計
支出の部
予算 3,700,000円
実績 3,710,160円

収入
3,860,218円
支出
3,710,160円
差額残高 150,058円・・・周年事業積立金に繰入

４０周年総務
髙 橋 清委員長

創立40
創立40周年記念事業
40周年記念事業
収支決算報告

クラブ奉 仕
崎谷延好委員長

来期ガ バナー補 佐
渡 辺敏 弘会員

今年度も残り一ケ月を切りました。
例会の回数は残すところ本日を含め４回となってしまいました。
ＲＩ・地区の行事・事業も終了し、分区では新旧の会長幹事会を残すだけと
なりました。
既にお知らせしました様に、この会場での例会は今日と来週で終りと成りま
す。永きに渡り親しんできた会場ですが、いよいよお別れの時が近づいて来てます。
来週の例会は、会食時間を大幅に延長し、会場での思い出話し等に充てたいと思います。
また、18日の家族移動例会は、親睦委員会の皆さんにお願いし、明るく楽しい例会の企画を練って
頂いておりますので、大いに期待して頂きたいと思います。
最終例会は、東日本大震災被災地視察移動例会となります。先週、事務局から最終の出欠を
FAXにてお送りいたしました、現段階では、13名の出席ですので、交通手段は新幹線を検討してお
ります。費用・スケジュールが決まり次第、参加者の方にはご連絡させて頂きます。
直接ロータリーに係わりの有る話題ではないのですが、皆さん今日、日本中が注目をしているゲー
ムが行われる事、ご存知ですか？最近スポーツの話題が軒並みで、ゴルフはもちろんオリンピックの
種目・オリンピック招致の話題や昨日残念ながら８強には残れませんでしたが、テニスの全仏オープ
ンで世界ランキング４位のメダルに挑んだ錦織 圭だったのですが、残念ながら負けてしまいました
が、この大会で錦織選手の世界ランキングが上がるのではないでしょうか。
先程の話ですが、もうすぐキックオフされるのが、ブラジルで開催されるワールドカップ、サッカーの
最終予選です。かなり興味のある方もいらっしゃる事と思います。今日、勝つか引き分けでもワール
ドカップに出場出来る大事な試合です。スポーツを通じての世界平和はロータリーが望んでいる事と
同じように、世界の人々が争う事無く、豊かな暮らしが出来る世界を目ざしている事には変わり有りま
せん。
私達も日々のロータリー活動を通じて世界平和に貢献して行きたいものです。

WEEKLY REPORT

