
本日は、柏クラブの寺嶋ガバナー年度に月信の

委員長を努められた 高田様 と月新製作に携わられ

た板津様大山様がお越し下さいました。高田様に

は後程、卓話をお願いしおります。会長エレクト

の桜井会員も委員会のメンバーとしてお世話にな

りました。どうぞ宜しくお願い致します。

前々回の例会から皆様にお願いしております「世

界ポリオデー」です、ロータリークラブの 重要

テーマです、当クラブでも出来ることを探し、協

力したいと思いお願いをしております。

ガバナー公式訪問には、このTシャツを着用した

いと思い、広報委員会を通じて、皆様にご案内を

させていただきました。あくまでも任意ですが、

当クラブの取り組みとしたいと思います。

また、柏の葉で11月25日に行われる「ＫＡＳＨ

ＩＷＡリレーマラソン」の詳細も発表になりまし

たので、具体的に動いて参りたいと思っています。

台風21号の被害に驚いた矢先、北海道の地震に

は本当に驚きました。被災地の方々には、一日も

早い復旧を願うばかりです。停電で情報の無い中

での避難生活の辛さは、未だ想像も出来ません。

地区からの義援金などを含め、これからの動きに

つきましては、皆さまに適時お伝えして参ります。

そして、来週のガバナー公式訪問を無事に執り行

えるよう頑張りますので、宜しくお願い致します。
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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１７８５回 2018年 ９月11日 (火曜日)

例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

ご一報ください。

kashiwa_minami_jimukyoku @yahoo.co.jp

ロータリーの行動規範

ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。

１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。

２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。

４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 合計 ％

９月４日 ４0 ２１ ３ ２４ ６０

場所：れいたくキャンパスプラザ Ｂ会場

会 長 挨 拶

浅野 了 浅野 繁 荒木知太朗 池田 孝 井畑和士
今井 昇 大内 啓 岡田勝久 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
關口和行 園邊 哲 竹村隆一郎 妻島不三二 鴇田和之
戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎 猫田岳治
服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛 宮本邦雄
森 秀樹 八木和男 山川真哉 山口修代 山崎康弘
山本昭彦 山本博意 吉川末満 米谷昌紀 渡辺賢司

出席 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席免除
ｹﾞｽﾄ 柏RC 髙田新也会員

ﾋﾞｼﾞﾀｰ 柏RC 大山球一会員 柏RC 板津 守会員
ﾋﾞｼﾞﾀｰ 柏西RC江口秀雄会員

例会報告

社会奉仕委員会委員長 宮 寛 会員

本日の例会終了後「光陽園」施設見学へ行かれる皆様よろしくお願いします。

ロータリー財団委員会委員長 戸部謹爾 会員

関東全ロータリーの中で、２７９０地区はワースト１位という結果が出ております

ので、委員会を開催し色々検討したいと思っております。

ガバナー公式訪問の際には、会員全員でポリオＴシャツを着用して、ポリオ撲滅活

動への力になれればと思っております。

ワンコインニコニコ

5,395円

左から、柏ＲＣ髙田新也会員

柏ＲＣ大山球一会員

柏ＲＣ板津 守会員

柏西ＲＣ

江口秀雄会員

委員会報告

親睦委員会委員 關口和行 会員

９月２５日(火)親睦夜間例会となっております。18:00点鐘 麗宮飯店です。

よろしくお願いします。北海道の地震の時、実は札幌におりました。停電で何もで

きず大変困りましたが、無事に帰ってくることができました。皆様、もしもの時の

備えの準備をおすすめします。

本日のゲスト

ポリオへの

ご協力を

お願いします。

ようこそ柏南ロータリークラブへ！

岡田尚子 会長



<本日の卓話> 柏ロータリークラブ会員 髙田新也 様

月信委員会と地区ロータリーについて

こんにちは、昨年度の地区月信委員長をしてい

ました柏RCの髙田新也と申します。

この度は柏南RCさんの卓話にお招きいただき、

ありがとうございます。自分が経験したこと、勉

強したことを少しでも伝えられれればと思います。

私や、柏南RCの櫻井フェロー、今日いっしょ

に来てくれた大山フェローや板津フェローが所属

していた月信委員会は、地区幹事長直の組織になっ

ています。

月信を作るうえで、まず 初に取りかかったの

が表紙をどうするかです。結構長い期間考えてい

たのですが、ある時、閃きました！「あ、そうだ！

寺嶋ガバナーが理事長をされている摘水軒記念文

化振興財団の所蔵画を表紙にすれば良いのだ！そ

うすれば著作権も関係ない」と、寺嶋ガバナーに

所蔵画を表紙にしたい旨をご相談したら、「良い

ですね」と快諾いただきました。これで表紙は決

定しました。この表紙は評判が良く、他の分区の

方からもお褒めいただきました。

各委員会の活動は月信に載せてきましたので、

ご覧いただければと思います。地区HPからもダ

ウンロードできますので、ぜひご覧ください。

話しが飛びますが、次に月信委員会はどういう

ことをしていたのかというと、文字通り2790地

区のガバナー月信という雑誌を作る委員会なので

すが、まずガバナーの意向を地区の会員の皆様に

伝えるということが第一です。それなので、1ペー

ジ目にガバナー挨拶を掲載しています。その次に

ガバナー補佐の活動や、各委員会の活動を地区の

皆様に伝えるということです。そして、その内容、

どんなことを伝えるのかが、私たち月信委員会の

裁量で決まります。また、各月にロータリーテー

マが設けられていますので、それにあった特集を

入れたり、地区のスケジュールを見て、委員会が

何か会議をしたり、催しをする場合に委員長に連

絡し、報告してもらいます。

実際の作成作業ですが、毎号担当者を決め、地

区スケジュールや、委員会スケジュール、各月テー

マなどから、その月の編集表を作っていき、原稿

依頼先の方に依頼分をお出しし、原稿をいただき

ます。それを校正、本印刷し、2,790地区の会員

2800人と全国のガバナー事務所、国際ロータリー

の事務所、ロータリーの友事務所などに配送され

ます。例えば、6月号なのですが、通常月の 終

号でしたので、まとめの号になり、ガバナー補佐、

各委員長さんから文章をいただきます。その依頼

文作成は柏南RCの櫻井委員が担当で、この時は4

3名分もの依頼文を作成して、ガバナー事務所に

送り、そこからガバナー補佐、委員長に送ってい

ただき、ガバナー事務所に原稿を送っていただく。

というシステムをとっていました。確か、この時

は委員長300字、ガバナー補佐400字で依頼して

いました。大内ガバナー補佐は流石です。少し直

したかもしれませんが、395字で提出いただきま

した。

次に、私が関心を持って、記事にしていたのは

青少年奉仕です。例えば、インターアクト（高校

生国際活動）、台湾に県内の地区内インターアク

トクラブ11校より、生徒31名・引率教師１名・

委員会４名、総勢36名参加で、委員除き、総勢３

２名で研修旅行に行ってきています。今年は生徒

と先生の報告をいただきました。生の声、感想が

聴きたかったからです。

4月号、RYLAは「ロータリー青少年指導者養成

プログラム」と呼ばれるものであり、今年度も

「歩行ラリー」を教材とし、71名（青少年56名・

ロータリアン15名）が参加。こちらは感想、様子

を写真を掲載してますが、グループで１つのこと

をやり遂げる、それで結束が固まるということが

分かります。関口フェローがスタッフとして頑張っ

ていたのを知っているので、柏南の皆さんは詳し

く知っていると思います。

幹事報告

●奉仕プロジェクト推進セミナー

日 時：平成３０年９月１６日(日)

午後１時(１２時３０分登録開始)より

12:30 登録開始 13:00 開会点鐘

宮会員・戸部会員・關口会員よろしくお願いします。

●9月１９日（水）ガバナー公式訪問

（場所：ザ・クレストホテル柏 12:00～昼食）

９月１８日（火）は振替休会となりますのでお間違え

のないようにしてください。

≪随行予定者≫

野池 尚美/佐倉中央RC 地区幹事長

梶原 等/千葉RC 地区副幹事長

萩原 勇作/佐倉中央RC 地区幹事、国際大会参加推

進委員長

漆原 摂子/勝浦RC ガバナーノミニー、ガバナー補

佐インターン、ロータリー財団統括委員会副委員長

活動計画書をお持ち帰りしてください。

ジャケット持参

●１０月２８日（日）２７９０地区 地区大会があり

ます。是非ご参加ください。

柏東クラブさんと一緒にバスで会場に向かいます。

●≪回覧≫ポール・ハリス・ソサエティについて

●９月２５日（火）親睦夜間例会

場所：柏駅西口 プラザホテル内

「麗宮飯店」１８：００点鐘

会費：3,000円

今後の予定

９月１８日（火）振替休会

９月１９日（水）ガバナー公式訪問

９月２５日（火）親睦夜間例会 麗宮飯店18:00～

１０月 ２日（火）通常例会 理事会

１０月 ９日（火）通常例会

１０月１６日（火）振替休会

１０月１７日（水）第１１ｸﾞﾙｰﾌﾟ情報研修会

１０月２３日（火）任意休会

１０月２８日（日）地区大会２日目

１０月３０日（火）振替休会

5月号、青少年交換委員会は２泊３日、インバ

ウンド青少年交換留学生、交換候補生、ROTEX、

そして委員会メンバーで岐阜･石川にてスプリン

グキャンプを実施しています。こらも私は学生の

生の感想が聴きたかったので、三神委員長にお願

いして、感想を送ってもらいました。生徒それぞ

れ感想を持ち、気づきや成長があったのだな～と

思われる文章もありますし、生徒はロータリーに

感謝を述べています。日本のロータリー活動の情

報は、ある程度ロータリーの友やHPから得られ

ますし、世界のロータリーの情報はMY ROTA

RYから得られます。MY ROTARYからロータ

リーの知識、資料もダウンロードできますし、例

えばアフリカ、アジアの奉仕活動の写真、映像も

あります。ポリオワクチンを現地で予防接種して

いる映像もあります。ロータリーが何をしている

団体かが良く分かります。今回自分も初めて見ま

したが、RIの年次報告というものがありました。

これは絶対見たほうが良いです。映像で、簡単に

ロータリー活動が分かります。 こちらは今年の

トロントの世界大会の様子です。今日、いっしょ

にメークアップしてくれている大山フェローと板

津フェローもトロントはいっしょに行きました。

機会があれば、世界大会にも行かれることをお勧

めします。何十万人のロータリアンがその地区に

集まり、大きい会場がいろんな国のロータリアン

で埋め尽くされる。そのような光景を見ると、ロー

タリーは世界の組織だということが、身をもって

感じられます。

後に、私自身は地区に行ってから、今日述べ

たように知らないことを知りました。それを地区

の皆さんに知っていただけるように毎月、仲間と

会議し、校正し、誌面を作ってきました。何十人

の地区委員、委員長さんとお知り合いになれまし

た。自分自身もロータリーのこと、地区のことを

勉強したし、勉強になったし、ロータリーがさら

に好きになりました。本当に月信委員を２年半やっ

て良かったと思ってます。柏RCも、柏南RCの若

い方も地区委員は立候補して良いのだから、門戸

は開かれています。ロータリーをもっと知りたかっ

たら、地区に出るのも良いと思います。

本日の卓話

髙田新也 様



広報・公共イメージ向上委員会からです。

先週、クラブのラインにてガバナー公式訪問当日『ＥＮＤ

ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ』のＴシャツを着用していただくお

願いをいたしましたが、その件で少しご説明させていただ

きます。以前にもお伝えさせていただきましたが、ポリオ

撲滅に対する活動はロータリーの中でも最重点活動事項で

あると考えております。10月24日の『世界ポリオデー』

に向け、広報委員会では柏南クラブとしての活動をどのよ

うな形で広報していくかを考え、例会でのＴシャツ着用に

取り組むことといたしました。初めは、広報委員の何名か

で着用し、クラブ内で皆様に対し広報をしようとスタート

いたしましたが、急激に賛同してくださる方が増え、ガバ

ナーがお越し下さる機会に、ぜひこのことを広報できれば

と思い皆様にお願いをした次第でございます。大内親睦委

員長の方から橋岡ガバナーにご連絡を入れてくださいまし

て、ガバナーが公式訪問でのＴシャツ着用を歓迎してくだ

さっている旨、確認しております。おかげさまで、多くの

方にお申し込みをいただきました。公式訪問の日も近づい

ておりますので、今回は、申し込みを締め切らせていただ

きます。あと数枚はございますので、着用していただける

方は私の方までお声かけをお願いいたします。また、当日

はＴシャツの上にジャケットを着用していただきますよう、

お願いいたします。

私の言葉が足りず、広報委員会の取り組みの意図が正確に

お伝えできなかったのではないかと思い、本日お時間をい

ただきました。Ｔシャツ着用は強制ではございませんが、

広報委員会としての取り組みをご理解いただき、ぜひご協

力いただきたいと願っております。

～映画観賞～の件でお知らせがございます。

国際ロータリーポリオ撲滅推奨映画「ブレス しあわせの

呼吸」が、今月7日より公開されております。広報委員会

では、前売り鑑賞券を10枚ほど用意させていただいてお

ります。1枚1,400円です。

一人では・・・という方もいらっしゃるかと思いますので、、、

「みんなで有楽町で映画を観て、焼き肉を沢山食べるぞ」

と、いう「時を共に過ごす計画」をたてております。

日程は9月21日金曜日を予定しております。

ぜひご参加ください。

委員会報告

活動報告
9月11日火曜日、例会終了後、柏市酒井根にある施設

「光陽園」様に訪問、施設内見学に伺いました。

光陽園は、平成26年4月に東葛地域で初めて開設された

重症心身障害児者施設です。施設内は、明るく、清潔で、

至る所に季節を感じることができる工夫がされています。

今は職員の方が手作りしたハロウィンのオーナメントが

たくさんあり、入所されている方ばかりでなく、訪問した

私たちにも至る所で秋の訪れを感じさせてくれました。

また、院内には千葉県立松戸特別支援学校の院内学級と

して、小学部、中等部、高等部が設置されています。入所

されている学生のみなさんは、週5日登校し、授業を受け

る教育体制が整備されています。院内では運動会も行われ

るそうです。夏祭り、クリスマス会、誕生日会などの季節

行事や、トランポリンや製作、リラクゼーションの一環で

ある「スヌーズレン」など様々な療育活動が行われていま

す。伺ったときは、ちょうど誕生日会が行われていて、皆

さんで楽しく誕生日の方をお祝いしていました。

光陽園の開設までには、ずいぶんと長い時間がかかった

と伺い、多くの方々のご尽力により開設に至ったことを実

感いたしました。「一度施設に入所すると、一生を施設の

中で過ごすこととなる」その言葉を伺い、また実際に入所

されている方やそのご家族に直接お目にかかりました。

自分の日常に当たり前のようにある自由や、見過ごして

しまうような幸せを改めて考えることとなりました。

山口 委員長

明るく清潔で季節を

感じる「光陽園」

五感を刺激する治療

「スヌーズレン」


