
《会報編集委員》織田 証・大川隆永・渕上啓太・小林辰幸 社会奉仕基金 3,699円 
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■■■■奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想 理想 理想 理想 ((((Ideal of Service)Ideal of Service)Ideal of Service)Ideal of Service)■■■■    

 己に天職という使命を与えてくれた社会、また己の職業を生かし続けさせてもらっている社会に感謝す

るとき、その仕え方(奉仕)の基本として個人生活、社会生活、職業生活に於いて利己的欲求は最小限にと

どめ、常に最大利他の究極を求め続けて行こうとするロータリーの奉仕哲学である。 

事 務 所 

〒270-0023  

千葉県松戸市八ヶ崎 1-11-13  

サンライズハイツ 101 

電話電話電話電話    047047047047----344344344344----5696569656965696 

FAX       FAX       FAX       FAX       〃〃〃〃 

例 会 場 

〒270-0023  

千葉県松戸市八ヶ崎1-10-6 「びわ亭」 
 

     

電話   電話   電話   電話   047047047047----347347347347----1129112911291129 

     

松戸北松戸北松戸北松戸北ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    

                            事務所事務所事務所事務所・・・・例会場 移転例会場 移転例会場 移転例会場 移転のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
    
2013年7月1日より事務所と例会場を移転いたすこととなりました。今後とも 

どうぞよろしくお願いいたします。(事務所の電話番号はそのまま変わりません) 

拝啓   田中作次RI会長は、クラブによる最も際立った平和関連の活動をご紹介いただく

ことを、すべての地区ガバナーにお願いしています。このたび、この取り組みにおいてガ

バナーの皆さまにご協力をお願いしたく、あらためてご連絡させていただきました。つき

ましては、ロータリーのオンラインツール「ロータリー・ショーケース」に平和のための

クラブ・プロジェクトを掲載することを地区内のクラブに奨励していただけますようお願

い申し上げます（日本語で掲載できます）。クラブによる平和プロジェクトを国際ロータ

リーにご紹介いただく際は、可能な限りロータリー・ショーケースにプロジェクト情報を

掲載し、そのページへのリンク（URL）をEメール（rotary.service@rotary.org）でRIに

ご連絡ください（件名は「Best Rotary club peace activity in District 2790」として

ください）。ご連絡いただいたプロジェクトの一部は、国際ロータリーのウェブサイト

（www.rotary.org）にて紹介されます。また、4444月月月月15151515日日日日までにご提出いただいたプロジェ

クトの中から、最優秀プロジェクト1件が選ばれ、リスボンでの2013年RI国際大会にて表

彰される予定です。  

ロータリーでは、地区レベルでも、クラブが実践した、優れた平和関連の活動やプロジェ

クトを表彰することを奨励しております。表彰の際は、以下の表彰状テンプレートをご利

用いただけます。（A4サイズとLetterサイズの2種類をご用意しております）。  

地区平和賞テンプレート（A4） 

地区平和賞テンプレート（Letter） 

国際ロータリー第2790地区ガバナー事務所より当クラブにもメールが届いておりましたので、

紙面をお借りして掲載いたしました。                    2013年4月6日付  

☆ ☆ ☆ 

 

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト    

    

言行言行言行言行はこれにはこれにはこれにはこれに照照照照らしてかららしてかららしてかららしてから    

１１１１・・・・真実真実真実真実かどうかかどうかかどうかかどうか    

２２２２・・・・みんなにみんなにみんなにみんなに公平公平公平公平かかかか    

３３３３・・・・好意好意好意好意とととと友情友情友情友情をををを深深深深めるかめるかめるかめるか    

４４４４・・・・みんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうかみんなのためになるかどうか    

    

   国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第2790279027902790地区第地区第地区第地区第12121212分区分区分区分区    
    

松戸北松戸北松戸北松戸北ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    

2012 2012 2012 2012 ーーーー 2013 2013 2013 2013年度年度年度年度    

 

第第第第1961196119611961回例会回例会回例会回例会 2013 2013 2013 2013年年年年 4 4 4 4月 月 月 月 9999日日日日((((火火火火))))    

■国際ロータリー会長        田中 作治 

■第2790地区ガバナー       得居  仁 

■第12分区ガバナー補佐       川上 伸夫 

■松戸北ロータリークラブ会長 長島 正巳 

■松戸北ロータリークラブ幹事 髙橋 一彦 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

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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    ＜＜＜＜会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶：：：：長島正巳長島正巳長島正巳長島正巳＞＞＞＞    
 

    本日は、貴重な卓話が有りますので、会長挨拶は省略させて頂

きますが、報告が一点ありますのでご報告いたします。 

 先日、理事会で承認されました、添田会員の退会についてご本

人に承諾の旨をお伝えしました。その日も、残念ながらご本人は

体調がすぐれずお休みしているとのことでしたので、奥様にお話

させて頂きました。 

                                   

＜＜＜＜幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告：：：：高橋一彦高橋一彦高橋一彦高橋一彦＞＞＞＞    
■ 例会変更のご案内   

    松戸ロータリークラブ 4月17日(水) 健康診断のため 

                               移動例会に変更 (島村トータルケアクリニック)  

                       点 鐘  12：30   

        柏東ロータリークラブ    

        4月18日(木)は4月16日(火)の「第10分区親睦ゴルフ及び合同例会」 

                              に変更 

                       

      4月25日(木)は4月24日(水)の家族親睦移動例会は 

                                     スカイツリー見学・屋形船の例会に変更 

      5月 2日(木) ・・・ 定款第6条第1節により休会 

      5月30日(木) ・・・ 定款第6条第1節により休会 

      6月20日(木)は6月23・24日の親睦移動例会旅行に振替です 

 ＜ ＜ ＜ ＜第第第第１９１９１９１９61616161回回回回：：：：例会例会例会例会プログラムプログラムプログラムプログラム＞ ＞ ＞ ＞     
 
   1２:30  点鐘  

   ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」  

        お客様紹介  

   12:55 会長挨拶及び報告 長島正巳 会長 

   13:00 幹事報告 高橋一彦 幹事  

        卓話 「振り込め詐欺について」松戸東警察署  

    13:30  点鐘  

■ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの奉仕哲学奉仕哲学奉仕哲学奉仕哲学「「「「超我超我超我超我のののの奉仕奉仕奉仕奉仕」」」」Service above selfService above selfService above selfService 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。 

＜＜＜＜ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会＞＞＞＞    

中原光男会員 結婚記念の花束をありがとうございました。 

       佐藤会員に雨の中お届けいただき大変恐縮です。 

添田雅春会員 4月結婚祝いありがとうございました。 

(吉田俊一委員長) 

(並木プログラム 

          委員長) 
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「「「「卓話卓話卓話卓話」」」」        

    『『『『振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺？』？』？』？』    松戸東警察署松戸東警察署松戸東警察署松戸東警察署    

    

                                                                                                警部補 小栗 健路 様 

私私私私はははは絶対絶対絶対絶対にににに大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫！！！！    
    

被害被害被害被害にあったみなさんがそうにあったみなさんがそうにあったみなさんがそうにあったみなさんがそう思思思思っていましたっていましたっていましたっていました・・・・・・・・・・・・    

 オレオレ オレオレ オレオレ オレオレ詐欺詐欺詐欺詐欺    

携帯電話の番号

が変わったよ カード預かります 

 

 

家族を名乗り・・・事件事故・

借金トラブル処理等のために現

金振込みを要求したり、警察官

や銀行員・金融庁職員を名乗り

口座の暗証番号を聞き出した上

でキャッシュカードを直接取り

にくる手口には・・・ 

元々の電話番号に必ずかけて確認

しましょう。警察官や金融機関の

ものが暗証番号を聞いたりキャッ

シュカードを取りにくることは絶

対にありません →→→→    

○ 携帯電話の番号が変わっ 

  たと連絡があった 

○ 至急、お金を振り込んで 

  と頼まれた  

    ↓↓↓↓  
 

 息子・孫の元々の電話番号に 

 掛けて確認してください 

こんな内容の電話なら 

○「キャッシュカードを交換す 

   るので受け取りに伺います」 

  と連絡があった 

○「暗証番号を教えて下さい」 

  と言われた  

   ↓↓↓↓       
 

   警察署・交番・駐在所へ 

     110 通報を！ 

 

こんな内容の電話なら 

「「「「オレオレオレオレオレオレオレオレ詐欺詐欺詐欺詐欺チェックチェックチェックチェック表表表表」」」」    

☆ 息子・孫から ☆ 警察官・金融庁職員から 

(小栗警部補) 


