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＜10月10日 さつま芋堀り大会写真＞ 

 

 

 

  

＜本日のニコニコ発表：吉田俊一委員＞ 
 
石井新一会員 いも掘り、朝から大変ご苦労様でした。参 

          加できず申し訳ありませんでした。老人ゆ 

              えにご勘弁ください。 

 

齋藤和實会員 いもほり大会、無事に終わって何よりで 

          す。皆様のご協力にニコニコいたします。 

 

吉田俊一会員／小林弘会員／中原光男会員 

          本日は早朝より芋掘り大変ご苦労様でした。欠席にも拘らず立派なお芋をい 

              ただき誠にありがとうございました。 

 

髙橋 清会員 社会奉仕 芋掘り大会ご出席の会員の皆さん、ご苦労様でした。欠席してしまっ 

          て申し訳ありませんでした。 

 

小菅正彦会員 早朝よりいも掘りご苦労様でした。参加できず申し訳ございません。 

 

髙橋 修会員  本日、芋掘り出席できず申し訳ありませんでした。掘ったお芋をおいしく頂かせ 

           てもらいます。 有り難うございます。 

 

大川高明会員 今年のさつま芋掘り、天気に恵まれ豊作でした。元気な子供たちの声を聞い 

          て私も元気をもらいましたのでニコニコします。 

 

並木幸雄会員 妻の誕生日のお祝いをいただき有り難うございました。夫婦ともども80才にな 

          りました。少々、夏バテ気味です。 

 

社会奉仕基金 3,930円 《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 

 

 

国際ロータリー 第2790地区 第13グループ 
 

 

松戸北ロータリークラブ会報 

 「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2221回 例会 2018年10月 3日(水) 

第2222回 例会 2018年10月10日(水) 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

毎週水曜日12：30より（第1例会18：30） 

流山市前ヶ崎717「柏日本閣」      

松戸市八ヶ崎1-11-13 ｻﾝﾗｲｽﾞﾊｲﾂ101   

047-711-5950 / 047-711-5910   

www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp 

■国際ロータリー会長     バリー・ラシン  

■第2790地区ガバナー       橋岡久太郎 

■第13Ｇ アシスタントガバナー   野村 充  

■松戸北ロータリークラブ会長  髙橋 一彦 

■松戸北ロータリークラブ幹事   小澤 直之 

2018-2019年度   
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＜第2221回 例会プログラム＞ 
             

          18:30   点鐘                                髙橋一彦会長  

                国歌及びロータリーソング斉唱  【♪我等の生業】  

          18:35   会食  

                    19:00   理事会報告・会長挨拶                            髙橋一彦会長  

                               幹事報告                                              小澤直之幹事  

                    19:05   諸事お祝い 

                      出席・親睦活動・ニコニコ委員会     渕上啓太委員長  

          19:15  社会奉仕基金発表        社会奉仕委員会      大塚精一委員長 

            

                    19：20 本日のニコニコ発表                                  吉田俊一委員 

                    13:30   点鐘                                                    髙橋一彦会長  

 

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞ 

  

 皆様、こんばんは。 

 先週9月26日（水）に野村G補佐をリーダーとして5クラブ合同

例会および情報研修会が開催されました。合同例会に於いては

野村G補佐より挨拶の中で、大変にお人柄の分かるコメントを交

えた会合への目的が表明され、後に続きました5クラブ各会長挨

拶では各々のクラブでの中心的な奉仕活動が発表されました。 

  

 当クラブとしても、今後に向け大変に参考になる奉仕活動内容

が伺えた例会となったのではないかと感じております。 

また、合同研修会では地区奉仕プロジェクト統括委員会 平野弘和 委員長より「わかりやすいロータ

リー」をテーマに講演がなされました。 

 私の感想としましては若年層会員方々にはロータリーの原点や奉仕理念など基本的内容も理解でき

たのではないかと感じ、先輩会員におかれましてはロータリーの職業奉仕理念から奉仕活動への取り込

み方について平野委員長のご意見も含み、今後のロータリーでの活動の在り方についてご意見や感想

を持たれる内容で有ったのではないかと感じております。 

後の質疑応答でも各クラブ会長エレクトを中心に大変に熱のこもった意見交換がなされましたこと記憶

しております。 

 

 また総評においては地区研修サブリーダー得居仁PGより当日の情報研修会について明確かつ的確

なご意見とご感想を頂戴いたしました。 

以上、合同例会と情報研修会の報告とはなりましたが、最後に、当日はホストクラブとして野村G補佐、

森谷G補佐幹事よりの適格な指示を初め、事前準備段階より設営並び運営に至るまでご協力頂きまし

た各担当委員会メンバーの皆様に改めてお礼申し上げます。 

 

 クラブ会長としましても大きな行事の1つとして無事成功に終われましたことは、松戸北クラブ会員皆

様のご尽力のおかげと感謝申し上げます。 

 

本当にありがとうございました。 
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「ロータリー米山記念奨学会について」 
＜米山記念奨学会委員会 池田清委員長＞ 

 

 本日は公益財団法人ロータリー米山記念奨学会50周年記念に製

作されたＤＶＤを15分ほどご覧いただき、会員皆様がより一層、米山

奨学会について、寄付金がどのように使われているのか等の理解を

深めて頂く場として企画させていたしました。  

 

タイトル 

「世界へ届け 米山の懸け橋」 

日本のロータリーの礎を築いた

米山梅吉翁の生い立ちや、当事業の特徴、学友の活躍などを

紹介しています。事業全般をご理解いただくのに最適な動画で

す。 

 

＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 
 

■例会変更のお知らせ 

   松戸東ロータリークラブ 

   10/26の例会を10/28の地区大会へ変更 

 

   松戸中央ロータリークラブ 

   10/25の例会を10/28の地区大会へ変更 

   11/22例会は定款第8条第１節により休会 

 

■地区よりクラブ表彰のお知らせが届いています。(いずれも地区大会にて表彰されます。） 

 (1)ロータリー米山記念奨学会寄付達成クラブ（米山感謝状）3000万 

 (2) ロータリー米山記念奨学会に対する創立記念特別寄付クラブ 45周年 

 

■災害支援基金へのご協力のお願い 

 １会員\1000-以上の寄付をお願いします（10/24締切） 

 

＜今月の諸事お祝い：渕上啓太委員長＞ 

 

  

夫人誕生日 10月15日 並木会員（憲子様） 

              会員誕生日 

       加賀谷正会員 １０月２２日 

 

              夫人誕生日 

  松丸政司会員（美華様）１０月１５日 
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＜第2222回 例会プログラム＞ 
             

          12:30   点鐘                                高橋一彦会長  

                ロータリーソング斉唱  【♪我等の生業】  

          12:35   会食  

                    13:00   会長挨拶・報告                                       高橋一彦会長  

                               幹事報告                                              小澤直之幹事  

                    13:05   「ロータリー米山記念奨学会について」 

                             米山記念奨学委員会     池田 清委員長  

          13:25   社会奉仕基金発表        社会奉仕委員会     大塚精一委員長  

                    13:30   点鐘                                                    高橋一彦会長  

 

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞ 
  

 皆様こんにちは。 

 本日は、早朝より社会奉仕委員会主体のもと、なかよし学級を迎え

入れての「恒例の芋掘り大会」が開催されました。生徒、教員、保護

者が116名に参加会員17名を加え総勢133名の活動となりました。

社会奉仕委員会のメンバー並びに、お手伝い頂きました会員の皆

様、大変にお疲れ様でございました。 

 

 特に斉藤和實会員よりの多大なご協力と、大塚精一・社会奉仕委員長による、畑の手入れから当日

に至るまでの細やかな現場管理とクラブ活動への指示には松戸北クラブを代表しまして感謝申し上げ

ます。 

 

秋晴れの空の下、松戸北クラブ会員としても気もち良く、大変に喜ばしい汗を流されたのではないでしょ

うか。 

 

 さて、本日はこの後に米山記念奨学委員会の池田委員長主導による発表の時間を設けさせて頂いて

おり、その中でDVD鑑賞を提案させて頂きました。 

近年、数枚のDVD資料が事務局に届けられてはいますが、その中に米山月間に関係する映像がござ

いました。会員皆様に順番にお回しするのもお時間を要してしまうと感じましたので、例会の中でお時間

を頂戴し、皆様でご鑑賞いただいた上で米山記念奨学委員会の活動及び寄付金協力への意味をさら

に深めて頂ければとの企画でございます。 

 

時代の流れより、ロータリー米山活動の現状に対しての諸先輩の考え、また若年層会員方々の感じ方

も様々と存じますが、日頃よりの文書によるロータリー米山活動の関連資料に、このような映像を絡める

事からも今後へのヒントを得て頂き、クラブ委員会活動へのご思案をお持ち頂ければと思っております。 
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＜今月の諸事お祝い：渕上啓太委員長＞ 

  

 

＜理事会報告：髙橋一彦会長＞ 
 

  ①東日本大震災支援金の呼称を「災害支援基金」に変更（承認） 

 

  ②西日本豪雨災害義援金・北海道胆振東部地震災害義援金について、会員１名あたり１０００円 

   以上の寄付を募り地区を通して寄付を行う。 

 

  ③クラブフォーラムについて、10/24の例会で着座式卓話の実施。 

 

＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 
 

■例会変更のお知らせ 

  松戸ロータリークラブ 

   10/31例会 定款第8条第１節により休会 

 

  松戸西ロータリークラブ 

   10/9の例会を10/6の松戸まつり参加に振替 

   10/16の例会を夜間移動例会へ変更（場所：天廣堂） 

   10/23の例会を10/28の地区大会へ振替 

   10/30の例会 定款第8条第１節により休会 

 

■2018年10月のロータリーレートは１ドル＝１１２円 

会員誕生日 １０月９日 柳会員 夫人誕生日 10月1日 中原会員（麗子様） 

夫人誕生日 10月3日 大川会員（茂美様） 夫人誕生日 10月12日 大塚会員（昭子様） 夫人誕生日 10月19日 野澤会員（優子様） 
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夫人誕生日 10月23日 柳会員（利子様） 夫人誕生日 10月25日 小林会員（敏子様） 結婚記念日 10月3日 小澤盛明会員 

結婚記念日 10月8日 柳孝実会員 結婚記念日 10月25日 石井新一会員 結婚記念日 10月9日 小林辰幸会員 

 

＜米山月間について：米山奨学会委員会 池田清委員長＞ 
 

皆さんこんばんは。１０月は米山月間です。 

１０月１０日にビデオで米山記念奨学会の活動を見ていただきまして、

特別寄付１万円をお願いします。 

中原会員、浅野会員と３名で集金をさせて頂きますので、ご協力をお

願い致します。 

 

 

＜本日のニコニコ発表：吉田俊一委員＞ 
 

   野村充Ｇ補佐 過日の情報研修会では松戸北ＲＣの会員の皆様に大変お 

             世話になり有り難うございました。 

 

石井新一会員 本日は結婚祝いを頂き有り難うございました。今年で４９回   

          目となりました。来年は金婚記念になりますので健康に気を 

             付け頑張ります。 

    

中原光男会員 家内の誕生日お祝いありがとうございます。７０才超となりました。大変元気です。 

 

小林 弘会員  妻の誕生祝をいただき誠にありがとうございました。 

           何とか日常の事はこなしておりますが二人合せて一人前あるかどうかです。 
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小澤盛明会員 結婚のお祝いありがとうございます。今日が記念日です。 

 

児山守治会員 結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

 

小林辰幸会員 なんと３０年です。ビックリですよね。特別なお祝いする予定はありませんが、家族 

          全員何事も無く毎日送れることに改めて家内の偉大さに感謝です。お花は７匹の 

             猫にイタズラされるのでトイレに飾らせて頂きます。ありがとうございました。 

 

大川高明会員 妻の誕生祝あ有り難うございます。また、稀勢の里１５日間がんばりました。応援 

          ありがとうございました。 

 

大塚精一会員 妻の誕生日のお祝いありがとうございます。週に一回カラオケ教室と体操クラブに   

          行って元気ハツラツで頑張っております。 

 

柳孝 実会員 私と妻の誕生日をお祝いして頂き有り難うございます。 

          ３歳の年の差は埋まりませんので家庭の舵取りは全て妻にまかせ出しゃばらない 

             事で家庭は円満にいっております。 

 

柳孝 実会員 結婚記念日をお祝いして頂き有り難うございます。結婚１７年目を迎えることがで 

         きました。これからもお互いに健康に気を付けて末永く仲良くしていければと思いま 

            す。 

 

野澤新之助会員 妻の誕生日のお祝いありがとうございます。先月くらいから、あれ欲しい、これが 

            欲しいと言っております。何かしら用意しなくてはと思案しております。 

 

髙橋一彦会長／小澤直之幹事 

           会員の皆様には５クラブ合同例会、研修会へのご協力に感謝を申し上げます。 

              野村Ｇ補佐、森谷Ｇ補佐幹事におかれましては大仕事の１つが終わり大変にお 

              疲れ様でございました。 

              まだ来年にもう１つⅠＭが残っておりますが宜しくお願い致します。 

 

社会奉仕基金 4,349円 《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 


