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理事会報告
第１号議案 クリスマス例会の件
正司親睦委員長より11月15日例会終了後クリスマス例会の打ち合わせを行うと報告がありま
した。
第２号議案 次年度人事について
本日の例会に於いて高橋会長エレクトより発表されます。

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

第３号議案 11月度プログラムの説明
11月のプログラムは小澤直之会員より提案があり理事会にて承認されました。
報告事項
10/20日（金）５クラブ合同例会とロータリー情報研修会結果報告
合同例会２４名 情報研修会１１名の参加となりました。
10/25日（水）米山梅吉記念館訪問の移動例会予算収支報告
予算は488,000円でしたが実費354,245円と133,754円のみなさんの節約になりました。
米山記念館の運営費に4,000円を寄付する事を理事会で決定しました。
今年度は予算に入れていなかったので133,754円の中から捻出すると決定いたしました。

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

第2178回 例会 2017年11月8日(水)
■ 国際ロータリー会長 イアン H.S. ライズリー

■ 例 会 日 - 毎週水曜日12：30より（第1例会18：30）

■第2790地区ガバナー

寺嶋 哲生

■ 例 会 場 - 流山市前ヶ崎717「柏日本閣」

■第12分区ガバナー補佐

安蒜俊雄

■ 事 務 所 - 松戸市八ヶ崎1-11-13

■松戸北ロータリークラブ会長

平田

洋一

■TEL/FAX- 047-711-5950 / 047-711-5910

■松戸北ロータリークラブ幹事 大川

高明

■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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＜第２１７８回：例会プログラム＞
12:30 点鐘
ロータリーソング斉唱
12:30 お客様紹介
12:35 会食
13:00 例会再開
理事会報告・会長挨拶
幹事報告

平田洋一会長
【♪奉仕の理想】
髙橋一彦会長エレクト

平田洋一会長
大川高明幹事

13:05 次年度役員候補者発表

髙橋一彦会長エレクト

13:10 【委員会報告】
■出席・親睦活動委員会 諸事御祝
■社会奉仕委員会
社会奉仕基金発表
■ロータリー財団委員会
■ニコニコ委員会
本日のニコニコ発表

正司 進委員長
渕上啓太委員長
池田 清委員長
吉田俊一副委員長

他・連絡事項
ゴルフ同好会

柳

13:30

平田洋一会長

点鐘
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連絡事項
◇ ゴルフ同好会 柳 孝実会員
・11/6（月）に今年度第１回目のクラブコンペが茨城県稲敷市の
美浦カントリーにて開催されました。
当日は天候に恵まれ、参加者一同楽しい一日が過ごせた事と思います。
優勝者は、吉田俊一会員 準優勝は、ハンデに恵まれ私が頂きました。
次回も多くの会員の参加をお待ちしております。

諸事御祝の皆様おめでとうございます。

孝実会員

＜理事会報告・会長挨拶：平田洋一会長＞
みなさんこんにちは
１０月２０日のロータリー情報研修会から米山記念館移動例会と松戸西クラブ合同
例会と先日の第１回松戸北クラブゴルフコンペと続き３週にかけて大変お疲れ様で
した。
ロータリー情報研修会では、ロータリアンとしての誇りを持っている方は少なかったようですが、
ロータリーが好きだという方が大勢いました。入会間もない方のためにロータリーが好きになり、
誇りを持てるように先輩方が導いていただければと思います。
米山梅吉翁記念館では、渡辺米山記念奨学会委員長はじめ並木研修委員長、食材の調達してくだ
さった正司会員ありがとうございました。
私の米山梅吉翁のイメージは、着物を着て麦藁帽をかぶった「田舎のおっちゃん」でしたが三井信
託銀行の創設者とは知りませんでした。
行かないとわからない事、行って見てわかった事と「行って良かった」と思った方が多いのではな
いかと感じています。
松戸西クラブとの合同例会ではより多くのロータリアンと親睦が図れましたでしょうか？
最後になりますが、先日日経新聞を見ていたら知っている顔が出ていてビックリしました。
松戸中央クラブの三上さんです。新聞のコピーをとりましたのでみなさんに本日配らさせて頂きま
した。
ロータリーは「アイサーブ」の集まりと聞きます。三上さんのように私は１人では何も出来ませ
ん。北クラブとして将来何が出来るか考えて行きたいと思います。
以上会長挨拶とします。 ありがとうございました。

社会奉仕基金

2,508円 《会報編集委員》沖昌彦・長島 正巳・髙橋修・野澤新之助
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＜幹事報告：大川高明幹事＞

■出席・親睦活動委員会
11月度 諸事御祝

正司進委員長

会員誕生日：高崎卓哉会員
平田洋一会長
夫人誕生日：渕上文江様
大川（隆永）江美様
吉田穏子様

■ニコニコ委員会

結婚記念日：高橋 清会員
寺川忠雄会員
三村藤明会員
高橋一彦会員
小林 弘会員

吉田俊一副委員長

平田洋一会長
ロータリー情報研修会・米山記念館移動例会・松戸西クラブ合同例会と無事終了し、ご協力
ありがとうございました。
たんじょう日祝いありがとうございます。
55才になりますが糖尿・痛風と何かが忍び寄ってきているのでしょうか？
渕上啓太会員
女房の誕生祝いありがとございます。
今後も益々仲良くして参ります。
小林 弘会員
55回目（？）の結婚記念日のお祝いありがとうございます。
二人協力し合って、どうにか生活をしております。
今後共よろしくお願い申し上げます。
追伸
ここの所、仮欠席が多く申し訳ありません12月の中頃迄、毎日病院通いです（土・日）を
除く、来年からは出席も頑張ります。
寺川忠雄会員
本日は、結婚記念の花束を頂き、誠にありがとうございました。
今年で54回目を迎えました。
家内共々、日々平穏に過ごしております。
高橋 清会員
結婚のお祝いありがとうございます。今回で53回目の記念日となりました。
その間女房の呼び方も何回変わったでしょうか。
最初は、節っちゃん、それから節子、お前、おい、等々、変わるものですね。
この次は何だろうか？みなさんは如何ですか。
高橋一彦会員
結婚記念のお祝いありがとうございます。
11/6より24年目に入りました。
両親も同月の記念なので時間をみて食事に行こうかと考えています。
松丸政司会員
お祝いありがとうございます。
夫婦仲よく百歳を目指します。
吉田俊一会員
クラブのゴルフコンペで優勝させて頂きましたので、それより後のパーティーが楽しかったです。
数年ぶりにカラオケを歌いました。
忘れて居ました妻の誕生祝も頂きありがとうございます。

・地区大会開催の件
日時：２月２５日（日） 登録開始 8：30 開会点鐘 9：30
※事前に集合場所（新松戸駅ホームを予定）連絡致します。
・地区大会記念ゴルフ大会開催の件
１０月２３日が荒天の為、延期となりましたが再度日程の案内が来ております。
日時：１２月４日（月） 場所：藤ヶ谷カントリークラブ
※前回の参加者予定の方はよろしくお願い致します。参加できないときは早めに連絡を
お願い致します。
・例会変更
松戸中ＲＣ １１月９日（木）は親睦旅行で移動例会に変更
場所：木更津「三日月」点鐘18：00
１１月３０日（木） 定款第8条 第1節により休会
松戸東ＲＣ １１月１７日（金）は八戸北ＲＣ親睦家族例会に変更
場所：ホテル・マンハッタン 点鐘18：30
松戸ＲＣ
１１月２９日（水） 定款第８条 第１節により休会

次年度役員候補者発表

高橋一彦会長エレクト

松戸北ロータリークラブ細則第３条第１節による指名
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渕上啓太

（会長エレクト）
（クラブ奉仕委員長）

（社会奉仕委員長）
（国際奉仕委員長）
（青少年奉仕委員長）
（研修リーダー）

＜委員会報告＞
■社会奉仕委員会

社会奉仕基金発表

渕上啓太委員長

・東北被災地復興支援視察が理事会承認を得て、平成30年１月24日（水）～25日
（木）の日程で開催の運びとなりました。
詳細は別紙にてご参照ください。
多くの会員のご参加をお待ちしております。

■ロータリー財団委員会

池田清委員長

・今月はロータリー財団月間となります。
来週より寄付金の募集を開始いたしますので、ご協力願います。

