
《会報編集委員》渕上啓太・高橋 修・織田証・大川隆永 社会奉仕基金 4,751円   

 

   

 

  

                                                      WEEKLY  REPORT 

＜５月20日 第12分区 ５クラブ親睦ゴルフコンペ＞ 

 

組み合わせ表 

                       

 
 

 
 

 

 IN スタート   （敬称略） 

１組目 高橋 直人 （東） 高崎 信昭 （中） 圡屋 亮平 （松） 石井 亮太郎 （東） 

AM9:03  次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 パストガバナー パストガバナー 

 S17.2.3 HC４ S19.2.24 S6.8.30 S5.10.15 

２組目 中山 政明 （松） 石井 定明 （東） 藤井 則明 （中） 中原 光男 （北） 

 S21.1.5 HC9 S26.6.7 HC5 S25.10.16 HC15 S16.7.3 HC5 

３組目 細田 昌男 （西） 大川 吉美 （松） 松田 和巳 （東） 福澤 昭弘 （中） 

 S27.3.8 HC23 S30.4.12 HC1 S45.12.24 HC15 S35.10.21 HC13 

４組目 鈴木 悦朗 （北） 三浦 幹敏 （西） 佐川 清 （松） 小野塚 雄 （東） 

 S32.12.12 HC10 S31.7.22 HC26 S29.8.6 HC10 S31.9.29 HC10 

５組目 尾崎 裕一 （中） 崎谷 延好 （北） 浅野 実 （西） 織田 信幸 （松） 

 S28.4.21 HC12 S29.4.21 HC13 S39.12.19 HC25 S.28.12.12 HC8 

６組目 大越 竜美 （東） 山本 英明 （中） 髙橋 進 （北） 谷口 義紀 （西） 

 S39.2.28 HC13 S48.6.10 HC13 S18.10.4 HC18 S39.8.30 HC30 

 OUT スタート    

１組目 松田 茂一 （松） 上路 三喜男 （東） 高木 直樹 （中） 森谷 充伯 （北） 

AM9:03 S26.1.26 HC9 S31.12.19 HC5 S37.6.7 HC20 S37.2.1 HC26 

２組目 河合 直志 （西） 田原 晨暁 （松） 平野 豊 （東） 関原 國明 （中） 

 S39.9.21 HC28 S39.10.19 HC7 S24.2.12 HC8 S18.4.1 HC10 

３組目 小澤 盛明 （北） 石井 弘 （西） 鈴木 伸一 （松） 湯浅 健司 （東） 

 S36.1.15 HC11 S28.3.30 HC25 S31.11.19 HC36 S43.11.5 HC12 

４組目 浦 昭二郎 （中） 石井 新一 （北） 杉山 由祥 （西） 申 澈權 （松） 

 S40.3.23 HC20 S9.8.10 HC12 S53.10.11 HC30 S24.11.18 HC3 

５組目 渡辺 孝治 （西） 恩田 久榮 （中） 平田 洋一 （北）  

 S28.6.22 HC25 S25.1.27 HC23 S37.11.22 HC11  

 

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 

 

   国際ロータリー第2790地区第12分区 
 

松戸北ロータリークラブ 

2013 ― 2014年度 

 

第2009回 例会 2014年4月22日(火) 

■国際ロータリー会長      ロンD.バートン 

■第2790地区ガバナー         関口 徳雄 

■第12分区ガバナー補佐       渡辺 敏弘 

■松戸北ロータリークラブ会長 児山 守治 

■松戸北ロータリークラブ幹事  平田 洋一 

■ 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） 

松戸市八ヶ崎1-10-6 「びわ亭」 

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 
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 ＜会長挨拶：児山守治会長＞ 
皆さん こんにちは。 

新学期が始まり小学校の新一年生が、真新しいランドセルを背負い登下

校する姿が可愛らしいです。子供や若い人を見ると元気をもらえそうな気

がしております。 

また韓国ではたくさんの高校生を乗せたフェリーが沈没し、多くの若い

命が奪われました。将来のある人が亡くなるのは非常に残念でなりません。亡くなられた

方々のご冥福をお祈りいたします。 

災害や事件が起こるたびに何か協力できることはないかと常々思います。 

ご承知のように日本でもボランティア活動が活発に行なわれております。我々ロータ

リークラブの社会奉仕活動も活発に行われております。 

ロータリークラブの社会奉仕活動は既存の活動を否定するものではありません。一般の

活動では支援されていない部分にロータリアンの高い奉仕精神が生かされる事が望ましい

と思っております。 

東日本大震災でも家族や職業を失って、夢も希望もなく暮らしている人たちが未だにい

らっしゃいます。そのような方々に少しでも援助が出来れば良いのですが難しい課題もた

くさんあります。 

そのような中で明るい話題もありました。 

震災の2年後の3月１０日に東京大学の合格発表がありました。東大の本郷キャンパスの合

格者番号が張り出された掲示板の前には合否の悲喜交々がありました。その合格者の中に

稲村建君がいました。被災地の福島県相馬高校の生徒です。 

 理科一類への現役合格者です。相馬高校からは12年ぶりの東大合格者です。数学と理科

が好きで高校１年の時に理科好きの高校生を招く東北大学のプログラムに参加して東北大

■米山梅吉 (UMEKICHI YONEYAMA)■ 

1920年世界855番目のＲＣ(東京ＲＣ)を創立し、日本に初めてロータリーを導入した。東京ＲＣの初代

会長に就任し、日本のロータリーの発展の基礎を築いてくれた偉大な人である。  

＜第２００８回：例会プログラム＞  
 

   12:30 点鐘                   児山守治会長 

       ロータリーソング斉唱  

         【♪我等の生業】 

   12:33 お客様紹介              崎谷延好会長ｴﾚｸﾄ 

   12:35 会食   

   13:55 例会再開  

       会長挨拶・報告               児山守治会長 

       幹事報告                 平田洋一幹事 

    

   13:05【委員会報告】 

         ■社会奉仕委員会           高崎卓哉委員長 

          本日の社会奉仕基金発表     

         ■ニコニコ委員会                      小林弘委員長 

          本日のニコニコ発表   

   13:10 クラブ協議会 

    

   13:30 点鐘                    児山守治会長 
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■奉仕の理想 (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。 

学の理学部を目指していました。 

彼にとって東大は都会の人が行く大学のイメージが強かったので遠い存在でした。とこ

ろが高校1年生の終わりに東日本大震災が発生し原発事故が起きました。原発から逃れるた

め、１ヶ月間、稲村君は相馬市内の自宅から千葉県我孫子市の親戚宅に避難しました。 

ショックで勉強が手に付かず受験への不安や、あせり、自信も揺らぎました。 

 相馬高校に戻ると担任の松村先生の企画した東京研修の参加で大きく変わりました。 

研修参加後は東大教授や予備校の講師が定期的に相馬高校を訪れ、東大教授のゼミの人と

も話をする機会がありました。ひょっとしたら東大に行けるかも知れないと思うようにな

りそれが是非行きたいに変わって行きました。 

東大が全てではありませんが、厳しい環境の下でも、高い目標を掲げて努力し、ようや

く達成したことは、素晴らしいと思います。 

震災がなければ人との出会いもなく東大も目指さなかった。不思議な縁です。強い星の

下に生まれてきた人なんですね。 

皆さんはこの青年の話をどのように感じますでしょうか？ 

いつか、機会があれば、当クラブで稲村建君に卓話をお願いしたいと思っています。 

これにて挨拶といたします。 

 ＜幹事報告：平田洋一幹事＞ 
◆松戸東ロータリークラブ 

  平成26年５月２日（金）は定款第６条第１節により休会 

◆松戸中央ロータリークラブ 

  平成26年５月１日（木）は定款第６条第１節により休会 

◆柏ロータリークラブ 

  平成26年５月７日（水）より例会場が変更になります 

  新例会場 ザ・クレストホテル柏  

       〒277-0842 柏市末広町14-１ ℡ 04-7146-1111 

◆５月のロータリーレート 
  １ドル＝１０２円   

＜クラブ協議会：委員会活動報告と会計報告＞ 
  ○会員増強委員会：髙橋進委員長 

  ○ニコニコ委員会：小林弘委員長 

  ○会報・雑誌・広報委員会：渕上啓太委員長 

  ○社会奉仕委員会：髙﨑卓哉委員長 

  ○会計報告：髙橋清会員 

 それぞれ発表がありました。 

 

 

 

 

 


