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＜８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：寺川忠男委員＞
寺川忠男委員＞
おめでとうござ います。。。。
夫人誕生日：正司好江 会員 ８月１４日

2013 ― 2014年度
2014年度

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

松戸北ロータリークラブ
松戸北ロータリークラブ
会員誕生日：石井新一 会員 ８月１０日

会員誕生日：高橋一彦 会員 ８月１７日

結婚記念日：崎谷延好 会員 ８月２２日

結婚記念日：大川隆永 会員 ８月２７日

＜ニコニコ委員会
ニコニコ委員会：
委員会：吉田俊一委員＞
吉田俊一委員＞
■石井新一：先週は、ニコニコ賞ありがとうございます。今週は誕生祝いありがとうござ
います、79才になりました。これからもがんばります。

四つのテスト
つのテスト

■髙橋 清：先週は、ニコニコの表彰ありがとうございました。一週遅れの、ニコニコで
ごめんなさい

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

■崎谷延好：結婚記念のお祝いありがとうございます。早いもので8月22日で30年になりま
す。これからも仲良くやっていければと思っています。最近、家内は介護の
資格を取って、おやじの面倒を看てくれてますが、私が不適切な言動をする
と、北朝鮮の女子アナウンサーの口調で私を叱ってきます。女も年を重ねる
毎に強くなって来てる様です。
■児山守治：夏休み健康に気をつけましょう。ここで一句 ☆空蝉や
空蝉や現世に
現世に生きて盆想
きて盆想ひ
盆想ひ
■髙橋一彦：誕生日のプレゼントありがとうございました。今後とも頑張ります！
■大川隆永：結婚記念のお祝いを頂き、ありがとうございます。

■正司 進：妻の誕生日のお祝いありがとうございました。先月、夫婦でヨーロッパ旅行
に行ってまいりました。天気に恵まれ、すばらしい旅行でした。

社会奉仕基金 6,239円

《会報編集委員》渕上啓太・高橋 修・織田証・大川隆永

第 1977回
1977 回 例会 2013年
2013 年 8 月 6 日 ( 火 )
■国際ロータリー会長

ロンD.バートン ■ 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

関口 徳雄 ■ 例 会 場 - 松戸市八ヶ崎1-10-6

■第12分区ガバナー補佐

渡辺 敏弘 ■ 事 務 所 - 松戸市八ヶ崎1-11-13

■松戸北ロータリークラブ会

児山 守治 ■TEL/FAX- 047-711-5950 / 047-711-5910

■松戸北ロータリークラブ幹事

平田 洋一 ■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp

「びわ亭」
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＜第１９７７回
１９７７回：例会プログラム
例会プログラム＞
プログラム＞
17:00 第２回 理事会
18:30 点鐘

児山守治会長

国歌並びに
国歌並びにロータリーソング
びにロータリーソング斉唱
ロータリーソング斉唱
♪奉仕の
【♪君が代
奉仕の理想】
理想】
18：
18：33 お客様紹介
18：
18：35～
35～会食
18:55

会長挨拶・
会長挨拶・理事会報告

児山守治会長

19：
19：05 幹事挨拶・
幹事挨拶・報告

平田洋一幹事
推薦者 崎谷延好会長エレクト
崎谷延好会長エレクト

19:15 【委員会報告】
委員会報告】
出席親睦委員会 諸事御祝
（御祝対象者 ５名）
19:25

社会奉仕委員会 社会奉仕基金発表

ニコニコ委員会
ニコニコ発表
発表
ニコニコ委員会 ニコニコ
19:30 点鐘

＜幹事報告：
幹事報告：平田洋一幹事＞
平田洋一幹事＞
■松戸中央ロータリークラブ
8月15日（木） 休会
8月29日（木） 夜間移動例会
点鐘18：00 場所「元気もりもり」

崎谷延好会長エレクト
崎谷延好会長エレクト

18：
18：55～
55～例会再開

19:10 大川高明会員入会式
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寺川忠男委員
高崎卓哉委員長
吉田俊一委員

＜会長挨拶：
会長挨拶：児山守治会長＞
児山守治会長＞
皆さんこんにちは。 明日8月7日は暦の上では立秋ですが暑さ
はまだまだ続きます。どうぞお身体ご自愛下さい。
さて、皆さん 今年度の例会は卓話が多いと感じていらっしゃ
るのではないでしょうか？ 次期会長セミナーで｢例会がマンネ
リでつまらない｣という意見が数多くありどうしたら例会が充実
するのかディスカッションをしました。各クラブとも外部内部か
らの卓話を充実するという結論に至りました。と言う訳で卓話を多く取り入れる1年となり
ました。
次にプログラム委員会が主体となって「フレッシュな情報が聞ける卓話」「ためになる卓
話」をお願いするよう頑張ってまいります。
更に東日本大震災の支援を継続する件ですが社会奉仕委員会と話し合っているのですが未
だに得策はありません。被災地の皆さんの 子供 お年寄りに支援の用意はありますが具体
的な話になると結論が出ません。
今後 皆様からお知恵を拝借したいと思います。その時はご協力宜しくお願いします。
尚、次回８月２０日の例会の卓話は福士恭子さんを予定しております。どうぞご期待いい
ただきたいと思います。
これにて会長挨拶といたします。
■ロータリー
ロータリーの
ロータリーの奉仕哲学「
奉仕哲学「超我の
超我の奉仕」
奉仕」Service above self■
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。

■鎌ヶ谷ロータリークラブ：8月29日（木）
8月15日（木） 休会
8月29日（木） 夜間例会
点鐘18：00

場所「華膳」

■第12回ロータリー日韓親善会議の案内が来ています。今年は韓国で行われます。また、第
2530地区ガバナー渡辺様より、プロジェクト「会津の里にこらんしょ！」のパンフレットが
届いております、ご関心のある方は事務局でお尋ねください。

＜新入会員入会式：
新入会員入会式：大川高明様＞
大川高明様＞
ようこそ松戸北ロータリーへ。
楽しいロータリーライフを送って下さい。
【大川高明会員】
事 業 所：有限会社 アルシュ大川 代表取締役
職業分類：不動産賃貸業
推 薦 者：崎谷延好会員 石井新一会員
ご 家 族: 奥さま（茂美様）・お嬢様（ちひろ様）

本日入会式を迎えられる
大川高明様

会員章の贈呈

入会おめでとうございます。
末長くお付き合い下さい！

＜出席・
出席・親睦活動委員会：
親睦活動委員会：寺川忠男委員＞
寺川忠男委員＞
例会出・
例会出・欠席の
欠席の届出、
届出、及び送迎バス
送迎バス利用
バス利用に
利用に関する「
する「事前連絡」
事前連絡」のお願
のお願い
さて、会員各位の協力の基、児山、平田年度も円滑に始動して参ったところです。毎回び
わ亭・井上料理長の創意工夫に満ちた素晴らしいお料理も楽しみの一つです。しかし、昨
今、天候不順等の影響もあってか、例会出席の会員の人数を把握しかねており、びわ亭様に
もご迷惑をおかけしております。付きましてはこのような現状を鑑み、プログラム委員会に
諮って、月間プログラム表を参考に仮欠席予定表を設けさせていただきました。仮欠席の予
めわかる会員はご一報いただきたくお願い申し上げます。

