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第12回光ヶ丘地域ふれあいまつり
10月20日(土)、麗澤大学・はなみずきで行わ
れた『光ヶ丘地域ふれあいまつり』に出店しま
した。
当日は、晴天にも恵まれ、たくさんの来場者
がお見えの中、楽しく和気あいあいとポップコー

柏南ロータリークラブ

ンの販売をしました。
ふれあいまつりは、今年で12回目を数え、
『いろんな人がいる街は、みんなが暮らしやす

岡田会長

秋山市長もご購入
くださいました！

い街』というテーマのもと、様々な団体が出店

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗
第１７９０回 2018年 10月 17日 (水曜日)

し、柏市長はじめ多くの来賓の方々もいらして
ました。
障害のあるなしに関わらず、暮らしやすい街
づくりに取り組む光ヶ丘地域に、地元のロータ
リークラブとして、柏市の明るい未来に向けて、
ともに歩む気持ちを改めて持つことが出来た素

会報

ポップコーン作ります！売ります！

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。

敵な行事でした。

会長挨拶・第11グループ情報研修会
第11グループのロータリー情報研修会が、
ザ・クレストホテル柏で地区研修委員会の主
催で行われました。
地区研修サブリーダーの宇佐見透パストガバ
ナーが『わかりやすいロータリー ～職業奉仕
さわやかな秋晴れの中、さわやかな(?)

を再考する～ 』をテー マにプレゼンタ―を

メンバーでポップコーンを販売しました

務められました。例年の情報研修会とは異な
り、入会歴の浅い会員を対象とするのではな
く、会員全員を対象として11グループから1
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場所：ザ・クレストホテル柏

つりが予定されています。当クラブでも、ポッ
プコーンを販売して売り上げを寄付したいと

10月24日の世界ポリオデーまであと少し。
例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

合計

今週末20日には、光ヶ丘地域ふれあいま

思います。

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ
出席率に用いる数

20名の参加者でした。

ご一報ください。
kashiwa_minami_jimukyoku @yahoo.co.jp

引き続き宜しくお願いします。

2018-2019年度 合同例会・ロータリー情報研修会
『わかりやすいロータリー ～職業奉仕を再考する～』
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2018-2019年度

合同例会・ロータリー情報研修会

国際ロータリー第2790地区 第11グループ

わかりやすいロータリー

～職業奉仕を再考する～

た５つの道＝Avenuesについて

２、何を感じ、何を想って入会されましたか？

８、職業奉仕とは何？そして東日本大震災に見ら

３、.ﾛｰﾀﾘｰのﾓｯﾄｰとService（ｻｰﾋﾞｽ）の世界基準

2018-2019年度 合同例会・ロータリー情報研修会

『

１、ﾛｰﾀﾘｰの始まり ﾛｰﾀﾘｰの三賢人とは？

４、RIが推奨する『Vocational Service』と

』

〔司会；ガバナー補佐幹事

９、東日本大震災に見られる職業奉仕

日本の『職業奉仕』

2018（平成30）年10月17日 ザ・クレストホテル柏
小笹一夫〕

（12：00～12：50食事）

１０、百年を迎える日本のﾛｰﾀﾘｰが歩む「奉仕の理

５、ﾛｰﾀﾘｰのﾓｯﾄｰの真意

念」と言う言葉で語り、「奉仕の理念」を実

６、“ﾛｰﾀﾘｰの目的”「Object Of Rotary」と

践しよう。実践しない言い訳に「職業奉仕論」

“奉仕の理念”「Ideal Of Service」とは。

（13：00）

７、標準ｸﾗﾌﾞ定款第6条に明記された具体的な会

１．開会・点鐘

11Ｇガバナー補佐 溜川良次

２．Ｒソング

「我らの生業」

３．挨拶・紹介

地区研修サブリーダー

宇佐見

地区管理運営統括委員会

増谷 信一 委員長（柏西RC）

同

れる職業奉仕の結論

を語り持ち出すことをやめ、新たなる一歩を
踏み出そう！

員の行動や具体的ｸﾗﾌﾞの活動枠組みを表現し

小林

透（パストガバナー、千葉幕張RC）

亘 副委員長（柏南RC）

地区ロータリー研修委員会 花島 和宏 委員（柏RC）
４．参加クラブ紹介
（１）柏ロータリークラブ 猪早惠美子・会長、中島康子・幹事ほか３４名
（２）我孫子ロータリークラブ

荒井光一・会長、依田勇・幹事ほか１１名

（３）柏西ロータリークラブ 髙田住男・会長、齋藤敏文・幹事ほか３４名
（４）柏東ロータリークラブ 森和夫・会長、長岡哲也・幹事ほか２１名

宇佐見透
地区研修サブリーダー

左 小笹一夫（柏RC）

左から宇佐見透地区研修サブリーダー

第１１グループガバナー補佐幹事

地区管理運営統括委員会 増谷信一委員長（柏西RC)

（ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ・千葉幕張RC） 右 溜川良次（柏RC）

地区管理運営統括委員会 小林亘副委員長（柏南RC)

第１１グループガバナー補佐

地区ロータリー研修委員会 花島和宏委員（柏RC)

（５）柏南ロータリークラブ 岡田尚子・会長、荒木知太朗・幹事ほか２０名
（13：10）
５．研修趣旨説明：地区ロータリー研修委員会 花島 和宏 委員
（13：20）
６．プレゼンテーション：プレゼンター 地区研修サブリーダー

宇佐見 透

宇佐見 透 うさみ とおる：1992年 千葉幕張ＲＣ入会。分類：酒精飲料(酒類卸売業)
㈱ 宇佐見商店取締役会長 Tel 090-3220-2880, Mail t.usami@genos.co.jp
2014-15年度地区ガバナー、2015-17年度地区財団委員長

質問に立つ大内会員・猫田会員

本日も『ＥＮＤ POLIO NOW』

2018-19年度は副研修リーダー（奉仕ＰＪ委員会担当）
千葉市内公立中学校教員として校内暴力特別対策チームに所属。Rクラブ入会後は地区財団委員会
に所属し2013年R財団 未来の夢計画 実行委員長。新潟県長岡市出身 66歳 妻と3男1女
～～～～～～～～～～

コーヒーブレイク

～～～～～～～～～～

（14：20）
♪コーヒーブレイク♪

７．質疑応答
（15：10）
８．講評

地区研修サブリーダー 宇佐見

（15：20）
９. 点鐘・閉会

11Ｇガバナー補佐

溜川良次

透

和やかな雰囲気です

