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   2,997円 

    委員長：伊師 嗣迪     副委員長：大川 隆永 

  委 員：平田 洋一     委    員：髙﨑 卓哉  

  ロータリーの実践倫理 

「最もよく奉仕するものは、最もよく報われる」 He profits most who serves best. 

 . 

ニコニコＢＯＸ 

鈴木悦朗会長 

 山田修平ガバナー遠方のところ当クラブにお出か 

 けいただきありがとうございました。ロータリー 

 の奉仕の理想にむかって努力したいと思います。 

児山守治幹事 

 山田ガバナー遠路はるばるお越し頂きまして あ 

 りがとうございます。来月は私達が地区大会で木 

 更津にまいります。 ここで一句 

     ★ 秋の田に 雀集いし 品定め  

石井新一会員 

 本日は結婚記念のお祝いを頂き誠にありがとうご 

 ざいました。今回で48回目を迎えました。これか 
 らも共に元気で過ごしたく願っております。 

中原光男会員 

 ワイフの誕生日のお祝いに大変きれいな傘をあり 

 がとうございます。大いに喜ぶと思います。  

並木幸雄会員 

 妻の誕生祝いをいただきありがとうございます。 

 共に73才持ちつ持たれつで頑張っております。本 
 日は山田ガバナーには公式訪問でのご指導いただ 

 きありがとうございます。この一年間のご活躍を 

 祈念いたします。 

小林 弘会員 

 家内の誕生祝いをいただき 誠にありがとうござ 

 いました。年令相応に元気で草花いじりに夢中に 

 なってます。 

髙橋 進会員 

 誕生祝いありがとうございます。 

 今朝のメールは一斉に若い女性からお祝いのメー 

 ルが入っていました。年の差婚 考えようかな？ 

小澤盛明会員 

 結婚記念のお祝いありがとうございます。 

 いも堀り よろしくお願いします。 

渕上啓太会員 

 先日は歓迎会を催して頂き誠にありがとうござい 

 ました。若輩ではございますが 先輩方に ご指導 

 頂きながらクラブの根幹である奉仕についての理 

 解を深め 参加して参ります。 

  暖かく迎えて下さりありがとうございます。 

10月 諸事のお祝い  

結婚記念日 
 

小澤盛明ご夫妻 1984年10月 3日 

児山守治ご夫妻  1975年10月10日 

石井新一ご夫妻 1969年10月25日 

会員誕生日 
 

髙橋 進会員  1943年10月 4日 
 

夫人誕生日 

中原光男夫人(麗子様) 10月 1日 

並木幸雄夫人(憲子様) 10月15日 

小林 弘夫人(敏子様) 10月25日 

 

  米山奨学金授与 ライ・ブワンさん 

 

クラブ協議会でのクラブ奉仕委員会 

からの発表 

 

   クラブ奉仕委員長 児山守治  

 

1. このクラブ奉仕委員会は本クラブの会員がク 
 ラブ奉仕に関する事柄について その責務を遂 

 行する上に役立つ指導と援助を与えるような 

 方策を考案しこれを実施するものであります 

2. クラブ奉仕委員会は各委員会の定例会合に責 
 任を持ち各クラブ奉仕の全活動について理事 

 に報告するものであります。 

3. 39年の伝統あるこの松戸北ロータリークラブ 
 で学べる事の悦び 徳をつむための道場(例会 

 場)で会員相互の敬う気持ちを持ちながら食事 

 を共にし将来の夢・職場の事・生活上の出来 

 事など楽しく和気藹々と報告し合える雰囲気 

 作りに努めてまいります。 

4. 又 クラブ目標としましてクラブの発展と充実 
 を計り会員相互の絆を深めクラブの繁栄と活 

 力あるクラブ運営を目指してまいります。 

5. 活動計画といたしまして卓話の充実・各委員 
 会との連絡を密にして魅力ある会員相互の 

 「和」の追求をしてまいります。 

     いも堀り大会 
  2011年10月6日(木) 9:30~10:30  

毎週火曜日12：30より（第1例会18：30） 

松戸市根木内249-7 北小金ボウル1F 

松戸市根木内249-7 ㈱山安 内 

047-344-5696 / 047-344-5696 

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

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■ T E L / F A X - 
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第1888回 例会 (第 13 週)  2011年10月 4日(火)  

2011 ー 2012年度 

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 

 

■国際ロータリー会長カルヤン・バネルジー 
■第2 7 9 0地区ガバナー     山田修平 

■第1 2分区ガバナー補佐    安井克一 

■松戸北ロータリークラブ会長 鈴木悦朗 

■松戸北ロータリークラブ幹事 児山守治 

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 

2011-2012 国際ロータリー・テーマ 



The Ideal of Service (奉仕の理想）にむけて夢を追いかけよう 
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第2790地区ガバナー    山田修平様 今日お伺いしましたら10％ではなく10名の増強を

目指していると聞き、さらに びっくりしました。

私の地区の代表といたしまして「より強力な魅力

あるクラブ」全会員がロータリーに精通していた

だきたいという風に思っています。第五分区に館

山ロータリークラブがあるんですがこのクラブに

ガバナーエレクトの時に「卓話」でお伺いさせて

いただきました。卓話が終って、設立後まもなく

して入会された方に「山田さん、私が入会した頃

は例会に定款と細則は持ちよったものです。」と

聞き、とても印象に残りました。クラブが創立し

て間もないことで皆さんがまずロータリーという

のはなんなのか、ということを研究されたのでは

ないかと思いました。その後館山のクラブからは3

名のガバナーがでたということでした。 

 今回 松戸北ロータリーの定款・細則を見直

そうということで検討されたと伺いました。そう

いう作業された方はもうロータリーに精通されて

いる方と思います。これを会員全員の方に精通し

ていただきたいです。クラブを創立した当時を次

の世代また次の世代と引き継いできていると思い

ます。どうも地区全体を見ますと途中でエンジョ

イロータリー楽しくなければロータリーじゃない

ということで親睦一辺倒になっていってしまった

のかなあと・・・親睦も大事な重要な部分です。

でも親睦オンリーでは、これはロータリークラブ

ではないと思います。松戸北仲良しクラブあるい

は松戸北同好会とかという会合であれば親睦だけ

でもよろしいのですが、ロータリークラブの例会

なんです。ですからロータリーを論じて「今日の

例会は楽しかった。」そういう風に皆さんがなっ

ていただきたいと思います。 

 
(次ページにつづく) 

ガバナー公式訪問 2011年10月 4日(火) 

 ガバナーの山田修平でございます。所属は第四

分区の木更津東クラブでございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。松戸北ロータリークラブ

の例会には初めておじゃまして生のピアノ演奏は

たいへんすばらしいことだと思います。毎月の第

一例会はピアノ演奏で例会を始められるというこ

とで本当にすばらしいなあと思いました。今日は

お二人の方が入会されるということで先ほどお聞

きしましたが本当におめでとうございます。お二

人にバッチをつけさせていただきましたが、この

行為は私がクラブの会長をやっておった年度のＲ

Ｉ会長が日本にロータリー研究会のためにおいで

になり、３つのクラブを訪問なさったそうです。

そのうちの一つのクラブでやはり新会員の入会式

があってそこでＲＩの会長が自分の襟のバッチを

外して新入会員の襟につけたというのが「ロータ

リーの友」に掲載されていました。 

 それを見たので「アッ！ 私も」ガバナーとして

伺った時に入会式があった場合にさし上げようと

思い何個かバッチを持っているんです。 バッチを

付けるのは義務ではないのですが大きな権利なん

です。どうぞ誇りをもって付けていただきたいと

思います。このバッチには「私は貴方に奉仕しま

す」というロータリアンの気持ちが入っておりま

す。一日も早く松戸北ロータリークラブに溶けこ

んでもらいたいと思います。先ほど会長・幹事の

懇談会がございました、そこでいろいろ話を伺い

ましたその中で新会員が３名 入られたと聞き大変

すばらしいなと思いました。活動計画書をガバ

ナー事務所の方に送っていただきましたが その中

の会員増強委員会は10％の増強を目指しますとい

う力強い目標でございます。 

幹事報告：児山守治 

     

              ロータリーの奉仕哲学「超我の奉仕」Service above 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。 
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1.2011～2012年度「地区クラブ研修セミナー」 

  12月10日(土) 千葉市商工会議所 

2.ガバナー事務所より「私の家族」原稿募集 

3.12分区5クラブ合同 

  10月12日(水) ロータリー情報研究会 

    14：00～16：30 松戸商工会議所      

 第 4 回理事会議事録 

これがまず強力なクラブの大きな条件ではない

かと思います。積極的に会員増強をされ皆さん

は、やり方・仕法 これは会長幹事とか会員増強

委員会の方たちがやればいいのだと自分は関係な

い、それでは会員は増強できない。今おられる全

員の方はどなたかに推薦されて、そしてこの松戸

北ロータリークラブに入会されているわけです。

我々の組織はそういう組織になっております。多

くの方はきっと過去に何名かの会員を紹介された

と思いますが、でも今まで紹介したことのない会

員も居られるかと思います 

どうぞ皆さんがもう一度のこの松戸北ロー

タリークラブに恩返しするという気持ちで今年度

に紹介者の立場に立とうじゃありませんか。そう

することでますますクラブは活気づいてくると思

います。今年度はもう3名も入会されてあと7名で

ございます。私は今年度会員増強10％と各クラブ

にお願いしてきました。いままで各クラブ純増1名
と願っておりましたがそれではなかなか増えてい

きません。ですからなるべく早く人数が多くなる

ようにと考えさせていただきました。「いままで1
名の純増も難しかったのに いきなり10％なんか
無理です」という話が公式訪問のたびに言われる

のかと覚悟していました。が50数クラブ回りまし
てそういう風に言ったクラブは一つもありません

でした。皆さんが「10％なんとか頑張ってみま
す。」といってくれました。どうぞ松戸北ロータ

リークラブさんも10％といわず10名という目標を
掲げていますので、皆さん全員がそれに向かって

いけば、一気に人数が増えると思います。ロータ

リーの友の8月号に日本のクラブの会員数のベスト

30というのがのっていたと思いますがトップは東

京ロータリークラブで324名 30番目は札幌東クラ

ブで109名となっておりました。 

2790地区は1番多いクラブで、千葉ロータリー

クラブ67名です。千葉県620万人いる中で100名の
会員がいるクラブがないということは、私はとて

も寂しいと思います。いままで訪問したクラブに

は将来的には100名を目指してほしいというお話を

させていただき 松戸北さん今年40名としたら数

年後には100名を越すのは夢ではないと思います。
そういう大きな目標をもって皆さん頑張っていた

だきたいと思います。目標と言えば、各クラブで

長期計画を立案していただきたい。ペッツ (会長エ

レクト会議) あるいは地区協議会で話をさせていた
だきましたが、長期計画 というのはどういうこと 

1. 定款・細則の改正について 

   本日の理事会にて承認されました。 

     (当クラブ会員には自宅に郵送) 

2. 10月12日(水) 第12分区ロータリー情報研究会 

 . 

かといいますと各クラブの会長さんは、それぞれ

すばらしい目標をお持ちですが単年度制なんで

す。1年で終わりというのが今までのやり方でし
た。でも長期計画を立案して松戸北ロータリーク

ラブが3年後5年後どういうクラブになりたいの
か。「うちのクラブはこうなりたい」その目標こ

れが長期計画なんです。大きな目標を掲げていた

だきたいのです。その中にはもちろん会員増強も

入れていただきたい あるいは「小金わくわく探

検隊」そういう青少年新世代奉仕に関することや

らほかの事業もこういうふうにやりたい、そうい

う大きな目標を掲げてそれに向かって今年の会

長、次年度の会長とだんだんこの目標に向かって

やっていただきたいんです。木更津市のお話をし

ますと、日本一のしょうじょう寺の狸ばやしの狸

像を作る会というのが発足され、そこで時には逆

さになってみようではないか「今まで見えなかっ

たものが見えるはず」ということで逆さ狸を作り

ました。ロータリーも同じだと思います。今まで

のやり方それをもう一回見直して皆さんで大きい

目標に向かってやり遂げるにはますます勢いをつ

けてほしいのです。松戸北ロータリークラブは地

区84クラブの見本となるような そういうクラブ
でございます。ますます磨きをかけていただきた

いと思います。時間がきましたので、このあとク

ラブ協議会を楽しみにしております。 


