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RYLA実行委員会の委員に池田会員が任命され、

委嘱状を授与されました。

１１月２5日のKASHWAリレーマラソン。

私が会長を務めるにあたり、ロータリーデーと

して地域の市民の方々に柏南ロータリークラブ

を知っていただくために参加をしたいと思って

いた行事です。

幹事の荒木さんがマラソンの実行委員会の会議

に参加して色々尽力して下さいました。ありが

とうございました。

当日はお天気にも恵まれ、多くの家族連れが早

朝から会場となった柏の葉運動場に集まりまし

た。私たちはランナーへの給水とバナナ、ドー

ナツ、梅干しの提供をさせていただきました。

走り終わった後のランナーの清々しい笑顔に触

れて、とても充実した時間になったと思ってい

ます。参加された会員の方々には御礼を申し上

げます。

そして12月8日は観音寺での国際交流移動例

会です。地区からの補助金を頂いての事業です

ので、全員で力を合わせて留学生をおもてなし

したいと思います。

今日から新しい事務局の斎藤周子さんがいら

しています。皆さまどうぞ宜しくお願いします。
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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 @gmail.com
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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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会長挨拶会長挨拶

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
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活動報告 『柏西RC・柏南RCゴルフ大会』活動報告 『柏西RC・柏南RCゴルフ大会』

11月20日、朝まで降っていた雨も上がり太陽が

顔を出す中、毎年恒例の柏西RC・柏南RCゴルフ

大会が藤ヶ谷カントリークラブで行われました。

両クラブで2７名の参加となり、全員が笑顔でホー

ルアウトしました。表彰式は、カフェ・ド・ロワ

ジールにて行われ、柏西クラブの皆様と

交流を深めました。
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11月2５日、柏の葉公園にてKASHIWAリレーマ

ラソンが開催されました。今年で６回目となる大

会ですが、柏南クラブはロータリーデーとして初

めて参加いたしました。ランナーの皆様に給水所

でミネラルウォーター、バナナ、あんドーナツ、

梅干し、チョコレートをお配りするボランティア

活動を行い、多くの皆様に喜んでいただきました。

お天気も良い中での開催となり、ロータリーデー

として地域の皆様方にロータリーの活動を知って

いただく良い機会となりました。

現在は、環境にかかわる仕事をさせて頂きながら

日頃、少しでも地域の為になるよう努めさせてい

ただいているところでございます。

現在は主に任意団体の柏商工会議所青年部にて

学ばせて頂いております。私が２５歳の時に入会

させて頂き今に至っているのですが、自己の研鑽

や仕事の成長は青年部のお陰だと思っております。

入会当初、諸先輩方に参加しなければ何も意味が

無い！参加しなければその会の本質を知ることが

できない！と、教えて頂いたことを大事にしてお

ります。そして多く参加することによって、会社

では出来ない経験も沢山させていただけている

中です。

入会浅く、ほぼロータリーの例会や事業などに参

加できておりませんが、今

後、出来うる限り活動に率

先して参加し、皆様との交

流を通じて新しい経験と学

びをしていけたらと思って

おります。

ロータリーデー『KASHIWAリレーマラソン』

幹事報告
●ハンブルク国際大会及びJAPANナイトのご案内

１．時間 2019年6月2日（日）19:00より

２．会場 フェアモントホテル・ハンブルク

https://jp.lhw.com/hotel/Fairmont-Hotel-Vier-

Jahreszeiten-Hamburg-Germany

３．会費 25000円（飲み物代を含む） 日本

での事前支払いとなります。

カクテルパーティの後、着席フルコース。飲み物付

き。

【注】なお会場の設営上席に限りがございますので

70名の先着順とさせていただきます。

●【回覧】「国際大会 ハンブルク大会及びJAPAN

ナイトのご案内」

今後の予定

１２月 ４日（火）振替休会

１２月 ８日（土）国際交流例会 観音寺12:00～

１２月１１日（火）通常例会 例会後 ふれあい訪問

１２月１８日（火）通常例会 例会後 年次総会

１２月２５日（火）忘年例会 ﾊｰﾄ柏迎賓館18:00～

１月 １日（火）冬季休会

１月 ８日（火）任意休会

１月１５日（火）新年例会 柏神社17:00集合

柏吉里別邸

委員会報告

＜本日の卓話＞ 山本昭彦会員

まず初めに、冒頭の岡田会長のご挨拶にありま

した１１月２５日に行われた第６回KASHIWAリ

レーマラソンへのボランティア活動におかれまし

て、柏商工会議所青年部、また、KASHIWAリレー

マラソン実行委員会にかわりましてお礼申し上げ

ます。このマラソンは青年部が３５周年を迎える

年の記念事業の位置づけにて開催され、今年で６

回目を迎えることができました。

お忙しい中、柏南ロータリーの多数の方々にお手

伝い頂けたことに、重ね重ねですが感謝申し上げ

ます。

柏南ロータリーに入会させて頂いたにも関わら

ず、ほとんど不参加の自分に皆様の貴重なお時間

を頂戴し、卓話させていただく機会を与えてくだ

さり感謝いたします。また、今年の１月に入会式

を行って頂きましたが、例会や事業に参加するこ

とがほとんどございません。他の方の卓話を聞く

機会もなかったので上手くお伝えできるか不安で

すがお話をさせて頂きたいと思います。

卓話のテーマ「ロータリーを知ろう」について

話をお願いしますと言われましたが、ほとんど参

加していないため多くを語れませんので、私の簡

単な自己紹介をさせて頂ければと思います。

あらためまして、私、山本昭彦と申します。今

年で４２歳になりまして生まれも育ちも柏市です。

家族は、妻と16才になります女の子1人と実家に

近いところに住んでいます。

仕事は、廃棄物処理業を行っており、主たる事業

は事業所からでる廃棄物の運搬及び処理と、一般

家庭から排出されます粗大ごみ、不燃ごみの回収

を生業にさせて頂いております。創業したのが昭

和４７年、廃掃法が施行され間もなく元中華屋を

営んでいた父が「誰もやらない仕事だから俺がや

る！」と始まったのがきっかけです。

国際奉仕委員会委員長 浅野繁会員

12月8日に国際交流例会が行われます。まだ参加表明をしていない方は、ぜひ

ご参加ください。詳細につきましては、クラブのラインにてお伝えいたします。

よろしくお願いいたします。

広報・公共イメージ向上委員会委員長 山口修代会員

皆様にご協力いただきました募金を集計いたしました。78,428円です。財団

のポリオに寄付をさせていただきます。今後とも継続的な活動の必要性を感じ

ておりますので、皆様、ご理解とご協力をお願いいたします。

笑顔でランナーを

応援します！

社会奉仕委員会委員長 宮寛会員

12月11日のお花配りにたくさんの参加予定、ありがとうございます。本日資

料を配布いたしましたので、各自、目を通しておいてください。よろしくお願

いいたします。


