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委員会報告
ロータリー財団委員会委員長

戸部謹爾会員

広報委員会がポリオ撲滅活動頑張ってくれました。募金は今月中に出していただきたいと思いま
す。ご協力お願いします。
国際奉仕委員会副委員長

今井昇会員

12月8日に観音寺で国際交流例会を行います。
麗澤大学から20名、流通経済大学から25名の留学生を迎えて行う予定です。
ぜひ、多くの会員にご出席いただき留学生との交流を深めていただきたいと思います。
ご協力お願いします。
社会奉仕委員会副委員長

柏南ロータリークラブ

会報

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗

小林亘会員

12月11日、例会終了後に一人暮らしのお年寄りに花を配る事業を行います。この事業は、今年
で7回目となり、光ヶ丘地区でも知られている事業です。24名以上の参加をお願いしたいと思

第１７９３回 2018年 11月１３日 (火曜日)

いますので、皆様ご協力お願いいたします。
地区管理運営統括委員会副委員長

小林亘会員

RLI推進委員会からのお知らせです。2月11日からRLIがスタートします。最近は入会の新しい
会員の参加も多く、ロータリーを知る機会として重要視されています。12月11日には地区のR
LI委員長も卓話にいらしてくださいます。月に1回づつですので、皆様ご参加をお願いいたしま
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。

ニコニコ

本日のゲスト
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11月13日

浅野 繁 荒木知太朗
大内 啓 岡田勝久
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園邊 哲 竹村隆一郎
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井上英博様
会員数
４0

話に来てくださいました。地区大会の実行委

が退職することになりました。引き継ぎ等は

員としての体験等についてお話下さいます。

有りますが例会へは今日が最終となります。

よろしくお願いいたします。

永くにあたり当クラブを支えて頂きありがと
うございました。

幹事でしたが、ハプニングがありくじ引きで
順位が決まりました。今年は柏南が幹事です

例会報告

例会日

12年間事務局を努めていただいた立石さん

ルフの西南(南西)戦争です。前回は柏西さんの
事務局立石さん
お世話になりました！

浅野 了
今井 昇
小髙 潔
關口和行
戸部謹爾
服部秀雄
森 秀樹
山本昭彦
出席
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今日は、柏ロータリークラブから井上様が卓

来週20日は、毎年恒例の柏西クラブとのゴ

６,６３０円

ずれかの時間での参加をお願いします。

出席
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池田 孝
岡田尚子
斎藤由紀
妻島不三二
仲原一郎
宮
寛
山口修代
米谷昌紀

井畑和士
片岡達生
櫻井好美
鴇田和之
猫田岳治
宮本邦雄
山崎康弘
渡辺賢司

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
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真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

のでしっかり努めたいと思っています。
25日はKASHIWAリレーマラソンが例会で
す。ロータリーデーとして地域にアピールし
たいと思っていますので、8時から14時のい

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

出席率に用いる数

３

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

％

ご一報ください。

59.4

kashiwa.minami.jimukyoku @gmail.com

例会日／毎週火曜日(12:30～13:30） 例会場／廣池学園キャンパスプラザ TEL／04-7173-3558 FAX／04-7173-355０
事務局/〒277-0011 千葉県柏市東上町7-18柏市商工会議所会館 505 ＴＥＬ/04-7166-3963 FAX/04-7186-6255 E-mail/ckmrc@io.ocn.ne.jp

＜本日の卓話＞柏ロータリークラブ会員

井上英博様

危機対応につきましては反省点があります。

した。そのお話のほとんどは、幹事長はじめ、

控室の中で、一応救護室というものもありま

地区の運営に携わられた方々への、お礼の言

柏ロータリークラブの井上と申します。よろ

し、この立場で出来る事、 しなければならな

したが、実際にはそのようなものを想定した

葉でした。エピソードを交えご紹介しながら

しくお願いします。

い事を理解していきました。 直前の準備とし

ものではなく、とりあえず設定してあっただ

のお話は、お人柄を表していると感じました。

私が体験いたしました地区大会の事について

ては前日金曜日にガバナー事務所に荷物を取

けの部屋でした。

最後に地区大会の準備にあたり、地区の会議

お話させていただきます。

りに行き、マンハッタンの控室に持ち込みま

このあたりは、けがや病気などが起きた時を

や各クラブ訪問など普段の例会だけではわか

地区大会においては副実行委員長と総務部長

した。荷物の量としては、日産キャラバン１

想定して準備しておくなど必要と感じました。 らないことを体験させていただきました。ロー

いう立場で携わらせていただきました。また

台分です。思ったより多かったです。リスト

実際に諸岡エレクトが舞台から転落してしまっ

タリアンとしてはまだまだの私ですが、この

地区幹事（セクレタリー）の役割もさせてい

で見ると大したことがないように見えました

たときに、周りから駆け付けられる人が駆け

体験を生かしてこれからも活動していきたい

ただきました。

が、人数が人数なので結構な量でした。

つけて対応したにすぎません。

と思います。

柏南ロータリークラブからは地区幹事として

また、大会に千葉県知事があいさつにお見え

関口様が、毎回の打ち合わせの会議に参加さ

になるとの事で、事前に千葉県警の公安・警

れて、その内容をクラブの皆様にお伝えいた

備課と現地で打ち合わせをいたしました。タ

区大会に限らず、奉仕活動などでイベントを

だき、当日の運営のお手伝いをしていただい

イムスケジュールを確認されましたが、思っ

行う際にも言える事ではないかと思います。

たという、大変重要な役割を担っていただき

たより細かく１分単位で知事の動きを決めま

先日柏ロータリークラブの例会におきまして、

ました。大変お世話になりました。ありがと

した。

寺嶋パストガバナーから、卓話をいただきま

うございました。

しかし、当日の朝、開会直前に県警SP方から

早い段階でお手伝い内容をお伝えできればよ

苦情が来ました。状況を聞いたところ、RI会

かったのですが、私たちもやりながら作って

長代理が控室から会場に向かったところ、VI

いたという事情もありまして、お手伝いいた

P用エレベーターが知事優先となり、RI会長

共 催：第2790地区米山記念奨学会学友会、

１１月１３日（火）通常例会 サービスランチ

だきたい内容がすぐお伝え出来なくて大変申

代理のスタンバイが後回しになりました。そ

第2790地区ロータアクト、2790地区ロータリー

１１月２０日（火）振替休会 柏西・柏南ゴルフ

し訳ありませんでした。

の結果、開催時間が押してしまったため、先

財団学友会

１１月２５日（日）KASHIWAﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ

さて、地区大会をやるので、実行委員をやっ

に舞台袖で待機していた知事を待たせること

協 力：第2790地区米山記念奨学委員会

１１月２７日（火）通常例会 理事会（１２月分）

てもらいたいという話をいただきましたのは、 になりました。今年の地区大会もちょっとし

日 時：2018年12月1日(土曜日) 17:00.19:00

１２月 ４日（火）振替休会

2年以上前のことだと思います。結果からす

た予定変更あったようですが、このようなハ

場 所：グランドMICKEY

１２月 ８日（土）国際交流例会

ると、役割を果たしたのは、地区大会の数か

プニングは付き物のようです。

参 加 費： 米山奨学生・米山学友: 2,000円、 ロー

１２月１１日（火）通常例会 ふれあい訪問

月前からになります。いよいよ差し迫ってく

昼食につきまして率直な感想ですが、皆さん

タアクト＆財団学友: 3,500円

１２月１８日（火）通常例会

るとあれはどうする、これはどうするのか？

お弁当に対する執着がすごいと思いました。

ロータリアン: 5,000円（当日現地にて申し受け

１２月２５日（火）忘年例会 ﾊｰﾄ柏迎賓館

など問い合わせがあちこちから来ます。地区

受付に来た直後にお弁当の質問と、場所取り

の委員長さんと打合せしてほしいなど、会っ

が始まりました。気が付いたら来賓の控室に

たこともない方に連絡を取ってお打合せをし

していた部屋にまで場所取りされておりまし

たりしていました。

た。場所取りをした方（幹事さん？）お部屋

日

その中で、地区大会の方向、委員長さんの意

の取ってある意味をお伝えして他の場所に移っ

場 所：富山ふれあいコミュニティセンター

向を聞き、必然的に置かれている状況を把握

ていただくようご理解いただきました。

内 容：自己紹介・現地確認A・Bｺｰｽ・その他

１０００名を超える参加者がありますので、
実際にそのようなことが起こると仮定して備
えておく必要はあるかと思います。これは地

本日の卓話

井上英博様

地区大会の副実行委員長・総務部長
としての経験をお話しいただきました

幹事報告
●米山記念奨学会忘年会2018ご案内

ます）

１月１５日（火）新年例会

●【回覧】「ロータリー希望の風奨学金」
●第2回

今後の予定

2018-19年度ＲＹＬＡ委員会会議の
ご案内

時：2018年11月17日(土)13:00～17:00

柏吉里別邸

柏神社17:00集合

