
 

 

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2225回 例会 2018年10月28日(日)地区大会 

 第2226回 例会 2018年11月 7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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＜地区大会参加の御礼＞ 

  

国際ロータリー第2790地区 

  2018－19年度ガバナー 橋岡久太郎 

地区大会会長 山川 成美 

                 地区大会実行委員長 櫛引 則彦 

 

 

  

 拝啓 錦秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素格別なご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。  

この度、平成３０年１０月２７日・２８日に行われました地区大会に際しまして、多大なるご協力をいただ

きまして、誠に有難うございました。 

お陰様でRI会長代理 櫻井権司樣をお招きし、地区内外から多くのロータリー関係者の参加をいただ

き、盛況のうちに大会を終えることができました。 

 

大会を省みて、改善すべきことは後に伝え、今後の地区の発展に寄与していく所存です。今後とも相

変わらずご支援を下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

橋岡年度も5か月目に入ります。これからも皆様の温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申

し上げます。 

 

貴クラブの益々のご発展を祈念しつつ、略儀ながら書中をもって御礼の挨拶を述べさせていただきま

す。 

 

敬具 
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＜第2226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                                  井桁裕行委員 

                    19:30   点鐘                                                    髙橋一彦会長  

 

＜クラブ会長挨拶：髙橋一彦会長＞ 

  

               

 みなさま今晩は。 

 先月の２８日（日）になりますが、第2790地区・『地区大会』がございま

した。ご参加いただきました会員様におかれましては大変にお疲れ様で

ございました。 

  

 野村G補佐、会長・幹事の３名は27日を含み2日間の参加となりました

が、今回の地区大会に対し感想を述べさせて頂ければ、橋岡ガバナー

の意向、アイデアが随所に伺え、大会関係者皆様方のご尽力もあり、大変に楽しめる時間を提供して

頂けたと感じております。 

 

 ご参加された会員の皆様も28日（日）のみへの参加とはなりましたが大変に有意義な時間を過ごされ

たのではないかと存じます。私の記憶にも残っており、また当クラブのパスト会長方々よりもお話しござい

ましたが、小林弘会員よりの「地区大会はロータリーのお祭りだよ」との表現に有るように、正しく祭りと言

える楽しさを感じ取れる大会だったと思います。 

  

 また、当日は夕刻より松戸北RCとしての集会も地元にて開催し、多数の会員様にご参加頂き親睦を

図ることが出来ました事をご報告申し上げます。 

 

次年度も幕張での開催となりますので是非、全会員のご参加を希望させて頂きます。 



 

＜理事会報告：髙橋一彦会長＞ 
 

◆第1号議案 西日本豪雨被害への支援について      

 ・災害支援基金の残高  1,526,815円           

 ・7月から社会奉仕基金    49,488円           

 ・募金額                 22,000円         

 上記災害支援基金より1箇所￥20,000として合計￥60,000を地区に対して送金する。     

           

◆第2号議案 クリスマス家族例会の件 

 渕上親睦委員長より本日、内容と今後の予定を周知発表。 

 

◆第3号議案   2019年1月・第一例会（夜間例会）の件  

 １月第一例会を新年会形式で執り行います。             

            

◆第4号議案   2019-2020年度(大川・柳年度）人事発表    

 大川高明会長エレクトより11月14日の例会時にクラブ細則第３条第１節による発表。 
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＜幹事報告：小澤直之幹事＞ 
 

■松戸東ロータリークラブ例会変更のお知らせ 

 ２０１８年１１月１６日(金)は八戸北ロータリークラブ訪問例会に変更 

       １１月１６日（金）～１７日（土）   場所：八戸プラザホテル 

 ２０１８年１１月２３日(金) 祝日にて休会 

 ２０１８年１１月３０日(金) 夜間例会 点鐘１８：３０場所：宝星ビル２Ｆ 

 ２０１８年１２月２１日(金) 「クリスマスチャリティ夜間例会」場所：松戸商工会議所 

 ２０１８年１２月２８日(金) 定款第８条第１節により休会  

 ２０１９年 1月 ４日(金) 定款第８条第１節により休会 

 

■松戸西ロータリークラブ例会変更のお知らせ 

 ２０１８年１１月２０日(火) 夜間移動例会に変更  場所：天廣堂（18：30点鐘） 

 ２０１８年１２月１８日(火) クリスマス家族例会に変更  場所：日本閣（18：00点鐘） 

 ２０１８年１２月２５日(火) 夜間移動例会に変更  場所：びわ亭（18：30点鐘） 

 

■松戸市国際交流協会（外国人日本語スピーチコンテスト）に対して当クラブより10,000円を協賛いた  

  しました。 

 

■橋岡ガバナーより地区大会参加についての御礼が届いています。 

 

■地区よりスリランカセミナーの開催の案内が届いてます。 

  会場：2018年11月17日 三井ガーデンホテル千葉。 

 

■2018年11月のロータリーレートは１ドル＝１１２円となります。 
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＜11月の諸事お祝い：渕上啓太委員長＞ 
 

 １２月１９日（水）１８：００よりクリスマス家族移動例会を行います。 

 

 今年はテーブルマジックを企画致しております。ご家族・ご友人等 

お誘い合せの上、ご参加くださいます様お願い申し上げます。 

会員誕生日 １１月２２日 平田会員 夫人誕生日 11月28日 吉田会員（穏子様） 

結婚記念日 11月22日 浅野会員 

会員誕生日 １１月１３日 髙﨑会員 

夫人誕生日 11月8日 大川会員（江美様） 夫人誕生日 11月3日 渕上会員（文江様） 

結婚記念日 11月16日 小林会員 結婚記念日 11月3日 寺川会員 

結婚記念日 11月3日 三村会員 結婚記念日 11月1日 髙橋清会員 結婚記念日 11月6日 髙橋一彦会員 

結婚記念日 

松丸政司会員 11月13日 



 

 

 

 

■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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＜ニコニコ発表：井桁裕之委員＞ 

   

    

浅野久会員   お祝いありがとうございます。１０年ぶりに頂きま 

                   した。 

 

池田清会員   曾孫（政人君）が生まれました。健康ですくすく 

                   成長してくれる事を願っています。 

 

小林弘会員   結婚記念のお祝い誠にありがとうございました。５７回目？だと思います。今後、 

                   ６０回を目標に頑張りたいと思います。 

 

寺川忠男会員 本日は結婚記念の花束を頂きまして誠にありがとうございました。今年で５５回目 

                    を迎えました。今、老々の二人、互いに助け合いながら日々過ごしております。 

 

吉田俊一会員 過日、当クラブのゴルフコンペでベスグロ優勝出来ました。二度とない事でしょう。 

                    長いバンカーからの寄せワンあり、下りの長いパットが入ったり。池ポチャのトリもあ 

                          りました。エイジシュートに２つ不足でした。妻の誕生祝い有り難うございます。 

 

三村藤明会員 お祝い有り難うございます。結婚３０年目になります。夫婦共々、よく頑張ってきた 

                     ものだと思います。まだまだ、先輩方を見習ってきばります。 

 

小澤盛明会員 先日のゴルフ同好会にて２位をいただきました。ハンデとご一緒いただいたメン 

                    バーに感謝です。 

 

平田洋一会員 誕生日プレゼントありがとうございます。本日ゴルフコンペに行ってきたのですが 

                    ５５才以上がシニアで前で打てるルールだったのですが初めての事で前で打つ勇 

                          気が出ませんでした。前で打って勇気がいる事なのだと感じました。 

 

髙橋一彦会長 結婚記念のお祝い有り難うございます。２４回目となりますが、先輩方から見れば 

                     「まだ、まだ」と言われると思いますので今後も平和を保つ事に頑張ります。ま 

                           た、今年は特に奥様には「ありがとう」ですね！ 

 

髙﨑卓哉会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

 

大川隆永会員 妻の誕生日プレゼントを頂き有り難うございます。 

          毎年楽しみにしている様です。 

 

渕上啓太会員 妻の誕生祝いをありがとうございます。仕事中でも妻が話したときは手を止めて 

          聞く事を実践しております。 これからも仲良くして参ります。 
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＜ロータリー財団委員会：並木幸雄委員長＞ 
 

皆様、こんばんは。１１月はロータリー財団月間となります。 

これを機に会員皆様にはロータリー財団の奉仕活動に対して、より一層

理解を深めていただければ幸でございます。例年に習い会員様にご寄

付をお願いしたいと存じます。 

 

＜ご寄付はどのように活用されるか＞ 

世界に35,000あるクラブは、発展途上国にきれいな水をもたらし、平和活動に携わる人材を育成する

など、世界中で持続可能な影響をもたらしています。ポリオ撲滅活動においても、予防接種活動を通じ

て発症数を世界で99.9％減少させてきました。皆さまからのご寄付は、こうした活動に大切に活用され

ています。 

 

＜ゴルフ同好会より＞ 
 

 平成３０年１１月１日（木）霞ヶ浦国際ゴルフクラブにて本年度第１回目の松戸北RCゴルフコンペを開

催されました。晴天の中、総勢１６名の会員が参加しました。 

 

  優勝   吉田俊一会員 

  準優勝 小澤盛明会員 

  第３位   平田洋一会員 

パーティーは南流山の飲食店「パレット」にておいしい季節鍋や

お酒を堪能し親睦を深めることが出来ました。 

第２回ゴルフコンペは１２月４日（火） 藤ヶ谷カントリークラブを

予定しておりますので奮ってご参加下さいますようお願い申し

上げます。 

 
財）ロータリー米山記念奨学会より寄付金３，０００万円

達成クラブとして当クラブが表彰を受けました。 

 

 
橋本久太郎ガバナーより財）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

ラブとして当クラブが表彰を受けました。 

    

■ロータリー財団月間(The Rotary Foundation Month)■ 

 RI理事会と管理委員会は、毎年11月を「ロータリー財団月間」に指定することに同意した。この月間

中、クラブは少なくとも1回の例会プログラムを、財団に関する内容とすることが求められている。 
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社会奉仕基金 4,223円 《会報編集委員》大川隆永・野澤新之助・髙橋修・森谷充伯 


