
皆様、

2017-2018年度ＲＩ会長賞を頂きました！

会員増強優秀クラブ賞・１００％ロータリー財団

寄付クラブ賞も併せて頂きました。

幕張で行われた２７９０地区大会一日目に壇上で

表彰状を贈呈されましたので、皆様にご報告をさ

せていただきます。

大会二日目は、千葉県立千葉女子高等学校オーケ

ストラ部の演奏に始まり、阿部志郎氏の「半分っ

この人生」、橋岡ガバナーの祝言「高砂」、文化

功労者となられた村田吉弘氏の「世界遺産 和食

の美学」の講演を聞きました。

柏南クラブの参加は１４名と少しさびしいもので

したが、早朝から大会参加終了後の柏東クラブと

の合同懇親会とお疲れさまでした。

柏東クラブとの絆が深まり、今後の活動も活発に

なることと思います。

年度前半の行事も滞りなく終了してまいりました。

これからの行事にも多くの方に参加ご協力お願い

申し上げます。

宜しくお願いいたします。
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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
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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
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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。
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10月２８日 ４0 14 ５ １９ 4７.5

場所：ホテルニューオータニ幕張
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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
名誉会員 廣池英二郎
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例会報告例会報告

柏東ロータリークラブとの懇親会柏東ロータリークラブとの懇親会

地区大会２日目終了後、柏東ロータリークラブの皆様と麗宮飯店にて懇親会が行われました。

とても和やかな雰囲気で、楽しい懇親会となりました。
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柏東RCの森会長が焼き芋を差し入れしてくださり、

バスの中でみんなで仲良く、おいしくいただきました！
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柏東RC長岡哲也幹事
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柏南クラブが誇るダンサー
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岡田会長・荒木幹事

お疲れ様でした！
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2018-2019年度 国際ロータリー第2790地区 地区大会 地区大会１日目 会場：ホテル ザ・マンハッタン

地区大会、いよいよ始まります！ 表彰：2017-2018年度RI会長賞 表彰状をいただく岡田会長

表彰：100％ロータリー財団寄付クラブ 表彰：会員増強優秀クラブ RI会長代理歓迎晩餐会

地区大会２日目 会場：ホテルニューオータニ幕張

国際ロータリー会長代理

櫻井権司氏 令夫人

第2790地区

橋岡久太郎ガバナー・令夫人

柏南RC集合写真

皆様、

お疲れ様でした！


