
 

《会報・IT・雑誌 

         ・広報委員会》 

    

       財団BOX 

   3,020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. 

 . 

児山守治幹事 

 寒い日が続きます。風邪など引かない様に 

 したいものですね。ここで一句 

 ☆ 如月に 肌焼け痒ゆし 花蕾  
       注釈：2月は霜焼けが疼いて 花はまだ 

            まだ先のようですね！   

池田 清会員 
 私達の結婚祝いをクラブの皆様にお祝いして 

 いただき ありがとうございます。 

  これからも よろしくお願いいたします。 

ニコニコＢＯＸ  

2月 諸事のお祝い  

結婚記念日 
 

吉野正一ご夫妻 1960年 2月 1日 

齋藤和實ご夫妻 1963年 2月 8日 

吉田俊一ご夫妻 1960年 2月13日 

池田 清ご夫妻 1960年 2月16日 

髙﨑卓哉ご夫妻 2003年 2月23日 

並木幸雄ご夫妻 1960年 2月25日 

会員誕生日 
 

森谷充伯会員    1962年 2月 1日 

児山守治会員    1947年 2月13日 

齋藤国春会員   1941年 2月21日 

夫人誕生日 

寺川忠男夫人(トミ様)  2月15日 

渡辺敏弘夫人(悦子様)  2月19日 

齋藤和實会員 
 結婚記念日のお祝いをいただき ありがとうご 

 ざいます。2月8日で49回目になりました。 

 これからも二人で健康に留意して記念日の回 

  を重ねたいと思います。 

並木幸雄会員 
 結婚祝いをいただきありがとうございます。 

 仲良く52年これからも健康に留意して良い 

 人生を過ごしたいと思います。 

寺川忠男会員 
 本日は妻の誕生日のお祝いを頂きまして誠に 

 ありがとうございました。今月15日に 女房 

 は私より一足先に喜寿を迎えます。 

 これからも共に健康で過せるように願ってお 

 ります。 

吉田俊一会員 
 52回目になったそうです。長寿社会の協力者 

 の一員になりました。地球人口 70億人同様 

 「めでたくもあり」「めでたくもあり」 

髙橋 進会員 
 センチュリー21・ジャパン第27回ジャパン 

 コンベンション出席のため 例会を失礼いた 

 します。 

渡辺敏弘会員 
 妻の誕生日のお祝いを頂きありがとうござい 

 ます。感謝・感謝の毎日を送っています。 

森谷充伯会員 
 誕生日のプレゼントありがとうございます。 

 今年は○○で祝ってもらい 会社でも祝って 

 もらい さて！どうしたのでしょうか？ 

大川隆永会員 
 誕生日のお祝いありがとうございます。 

吉野正一会員 
 ２月１日に結婚52年になりました。 

 これからも健康に気をつけて二人でがんばり 

 ます。皆様も健康に気をつけてください。 

(吉野会員) (齋藤和實会員) (吉田ご夫妻)  (池田会員) 

(森谷会員) (児山会員) (寺川会員)  (渡辺会員)  (大川会員) 
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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 
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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 

第1906回 例会 (第 31 週)  2012年 2月14日(火)  



幹事報告：児山守治 

     

The Ideal of Service (奉仕の理想）にむけて夢を追いかけよう 
                               

 

   

1. 例会変更のお知らせ 

 ・柏東ロータリークラブ 

   2月23日(木)夜間移動例会点鐘18：30 

 ・我孫子ロータリークラブ 

   2月28日(火)家族親睦例会点鐘18：30 

2. 第20回外国人日本語スピーチコンテスト 

        出席希望者募集 

3. ボーイスカウトへのご支援のお願い 

4. 2012-2013年度版 ロータリー手帳 

        予約受付中  

☆ ＩＭ出席のご協力ありがとうございま 

   した。(児山幹事) 

 第 8 回理事会議事録 

    2月14日(火)17：30～18：30 
 

 1.  今月の予定 

 2.  半期決算 

 3.  創立40周年記念行事 

  2 月 度 世 界 理 解  推 進 月 間  

皆さんこんばんは！ 

 急に冷たい雨の降るバレンタインディーで

ございます。このバレンタインディーは日本

ではチョコレートを交換する、義理チョコ・

友チョコといわれて男女だけでなくいろいろ

交換する習慣になってなっています。世界的

にはキリスト教国ではローマ帝国時代にさか

のぼった話で、王様が兵士の婚姻を認めない 

としたが、バレンタイン神父が認めたために 

処刑されたというところから始まっている悲

しみの日である。西洋では花を交換する。サ

ウジアラビアではバレンタインディーでチョ

コレートを交換するというのは法律で禁止さ

れているようです。世界にはいろいろな国が

ございますが、この２月はロータリでは世界

理解月間ということでございます。アジア・

ヨーロッパ・アメリカ 今世界はいろいろな形

で動いております。今日は米山奨学生ライ・

ブアンさんにお話をしていただきます。ラ

イ・ブワンさんが当クラブにいらっしゃって

もうそろそろ一年がたちます。４月にはネ

パールの方に帰られるそうですが、本日は故

郷のネパールのお話をしていただきます。 

当クラブの私の会長年度もＩＭが終るとほと

んどの役割は終わりと聞いておりますが、こ

れからも勉強していきますので、皆さんどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

本日のお客さま 
 

 吉田穏子さま 
 

 崎谷美智子さま 
 

 奨学生 ライ・ブワンさん 

会長挨拶：鈴木悦朗 

(国歌・ロータリーソング演奏 

           ジャズピアノ演奏の 

           崎谷美智子様) 
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              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。 

 

   

今回も奨学金140,000
円を頂いて本当にあり

がとうございます。 

米山奨学生 ライ・ブワンさん 

皆さんこんばんは！ 

お食事に入られる前に、皆さんのテーブルに

３本づつネパールアイスと書いてあります小

瓶のラガービーラーがおいてあります。これ

は米山奨学生のライ君がわざわざ、ネパール

から取り寄せたビールでございます。ライ君

も今月と来月３月で終わりになります。せっ

かくでございますので、彼の気持ちを汲ん

で、皆様 このビールを食前にゆっくりと味

わっていただければありがたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。 

 みなさん、今晩は！ ライブワンです。前回

も申し上げた通り私はネパール出身の留学生

で御座います。ネパールは中国とインドの間

にある四角い形の小さな国です。南北約２０

０キロと東西約８００キロで面積は１４万７

千平方キロです。 

   北側はヒマラヤ山脈の山々が連なって南側

はガンジス平野があります。世界一高い山、

エベレストはネパールにあります。海抜の差

が多く気候の差も激しいです。僅かの距離で

ヒマラヤ登山からジャングル サファリまで楽

しめるのはネパールの特徴でございます。低

地地方にあるチタワン国立公園はアジアン

像、サイ、虎、ワニ があるため有名です。 
 私は２０１１年度ロータリー米山記念奨学

生に選ばれてこの一年とても価値のある期間

になりました。毎月貰う奨学金の御蔭で経済

的心配をなくし研究に励み学位を取れる結果

を出せました。それに例会でのロータリアン

の皆さまとの触れあいで色んな社会勉強もな

りました。優しくて思いやりがあるカウンセ

ラーはどんな相談にものっていただきました

ので生活は安心になりました。ロータリアン

の皆さま本当に心から感謝いたします。 
 日本留学は本当に貴重な経験です。言葉も

違う、文化も違う外国で一人暮らしの生活を

始めるのは大きな挑戦でありましてそれを乗

り越えたからこそもっと強くなりました。日

本の教育はとても実用的です。大学の勉強以

外も日本で学べることがたくさんあります。

色んな国の人と会って、色んな意見、アイデ

アを聞いて、考え方・知識も広がりました。

私はネパールの一人ではなく世界の一人であ

ることを実感しました。 

 

 中村力三カウンセラーより一言 

これからネパールに帰ったら、大学で働い

て食料安全保障に繋がる研究をしたいで

す。 

 ロータリーで学んだ奉仕の心で平和な世

界を目指します。日本の技術とともに日本

の考え方、日本の心もネパールの人々に教

えたいと思います。 
 ネパールに帰って仕事が決まり しだい向

こうのアドレスを皆さんに教えます。ロー

タリアンのみなさん、時間有ったら是非遊

びにお越しください、案内任せていただき

ます。長いお付き合い有難う御座います。   

                               ライ ブワン 
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