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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 @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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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
ゲスト 猪早恵美子様・高田住男様・斎藤敏文様
ゲスト 森和夫様・長岡哲也様
ゲスト 高橋薫様・仲田恵様
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本日のゲスト本日のゲスト

11月7日、米山奨学生のヴィ・ズィ・リン君が富

津ロータリークラブで卓話をしました。

カウンセラーである森会員が付き添いで同行しま

した。

11月7日、米山奨学生のヴィ・ズィ・リン君が富

津ロータリークラブで卓話をしました。

カウンセラーである森会員が付き添いで同行しま

した。

ヴィ・ズィ・リン君 レポートヴィ・ズィ・リン君 レポート

米山記念奨学会忘年会２０１８米山記念奨学会忘年会２０１８

12月1日（土）に千葉市のグランドMICKEYに

おいて第２７９０地区米山記念奨学会学友会、ロー

ターアクト、ロータリー財団学友会共催で懇親、

交流を目的とした『忘年会２０１８』が開催され

ました。総勢90名が参加し、盛大な忘年会とな

りました。

柏南RCからは、森会員が出席し、普段の生活や

趣味の話など交流を深めました。
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本日は国際交流例会。麗澤大学と流通経済大

学の留学生、米山奨学生をここ観音寺にお招

きして日本の紅葉、お弁当、和太鼓を楽しん

で頂こうと企画しましたところ、このように

沢山の留学生の方にお集まりいただくことが

出来ました。

短い時間では有りますが留学での思い出の

ひとこまに加えて頂きまた交流を深めていた

だければ幸いです。
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国際交流例会 会場 観音寺

12月8日（土）、観音寺にて、第10回目の

国際交流例会を開催いたしました。

例年は、麗澤高校生と麗澤大学留学生を招

いておりましたが、当クラブは今年度、流通

経済大学所属の米山奨学生リン君の世話クラ

ブということもあり、流通経済大学にもお声

がけした結果、今年は、麗澤大学留学生28

名、流通経済大学留学生20名、米山奨学生

学友3名、RC関係者26名の総勢77名の方々

にご参加いただきました。

今回は、和庭園、和楽器を通じ、日本の文

化に触れてもらおうというテーマを掲げまし

た。まず、戸部会員の案内で留学生の方々に

観音寺の庭園を散策してもらい、その後、創

業130年を超える老舗料亭の弁当と戸部会員

の奥様手づくりの和菓子を食し、続いて、日

本古来のお香を使ったにおい袋を全員で作成

しました。続いて、馬場貞範師率いる僧侶の

方々の和太鼓を聴いて心を清め、最後に手と

手をつないでひとつになって合唱するという、

まさに五感を使って日本文化を堪能していた

だきました。

特に和太鼓の演奏は留学生の皆様の心にも響

いたようで、大変満足されていたように思え

ます。

戸部会員、齋藤会員におきましては、会場

の提供やにおい袋、和太鼓演奏者の手配等、

国際交流例会開催のためにご尽力いただき、

誠にありがとうございました。

また、会員の皆様には、当日の会場設営やス

ムーズな例会進行にご協力いただき、誠にあ

りがとうございました。特に留学生の出身国

が13ヶ国という多国にわたり、コミュニケー

ションをとるのが難しい中、終始率先して留

学生と交流し、例会を盛り上げていただいた

こと、本当に感謝しております。国際奉仕委

員を代表し、皆様に厚く御礼申し上げます。

来年以降もまた、今回のような国際交流例

会を開催し、クラブ活

動を通じた国際的な親

睦・交流の機会を持て

ればよろしいのではな

いかと思います。

戸部会員の案内で庭園を散策、美しい紅葉を楽しんでいただきました

豊山千響の皆様の迫力ある和太鼓演奏!!

におい袋作り

紐を結ぶの難しい～

老舗料亭のお弁当で和を味わいました

充実した国際交流例会となりました


