国際ロータリークラブ 第2790地区 創立：1981年2月10日承認：1981年3月2日

幹事報告
●１２月のロータリーレート

今後の予定

１ドル＝１１２円

12月25日（火）忘年例会ﾊｰﾄ柏迎賓館 点鐘18:00～

●【回覧】

会費8,000円（お釣り銭の無いようお願いします）

「ロータリーショップのご案内」

※11月16日のFAXは誤りです。お詫びのうえ訂正します

「疾病予防と治療月間 リソースのご案内」

１月１日（火）冬季休会

「ハイライト米山」

１月８日（火）任意休会

「米山奨学事業へのご支援のお願い」

１月15日（火）新年例会柏神社17:00集合柏吉里別邸

「RYRLAセミナーのご案内」

柏南ロータリークラブ

会費5,000円（お釣り銭の無いようお願いします）

●下期会費納入のお知らせをFAXします。銀行振込に

1月22日（火） 通常例会

てお支払い下さいますようお願いします。

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗
第１７９8回 2018年 1２月１８日 (火曜日)

1月29日（火） 通常例会

委員会報告
社会奉仕委員会委員長 宮寛会員
先日のふれあい訪問ですが、皆様のご協力により無事に終了いたしました。
初めて参加した方もいたと思いますが、それぞれに感じたことをかみしめていただけれ
ばと思います。
米山記念奨学会副委員長 妻島不三二会員
読売新聞に、ドイツ人学友のマルテ君が、柏の観光を英語で紹介したという記事が掲
載されました。マルテ君は当クラブの納涼例会などにも来てくれています。
皆さんによろしくとのことです。

ニコニコ

本日のゲスト

会報

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。

会長挨拶
先週の光ヶ丘地区独居老人の方へのお花配

当クラブも皆様のお力を合わせて、後半、会

りに参加して下さった皆さま、ありがとうご

員増強に力を注いでいきたいと思います。

ざいました。大勢の会員の参加を頂き、民生

来週の忘年例会が今年最後の例会となります

委員、社会福祉協議会、また町会の役員の方

ので、風邪など引かないよう体調管理に気を

に準備をして頂き、私たちは各グループで2件

付けましょう。

のお宅にお花を届け、無事に終えることがで
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きました。
そして今日は、地区ロータリー研修委員会
から堀内副委員長様が卓話にお越し下さいま
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１
２
３
４

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

した。堀内様は、木更津ロータリークラブの
会員でいらっしゃいます。木更津ロータリー
クラブは県で二番目に設立されたクラブだそ
うです。一時は100名を越す会員がいらっしゃっ
たそうですが、現在は30名で、会員増強が最

例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

大のテーマだとの事です。

岡田会長
本日も元気に点鐘です!

例会日

会員数

出席

出席率に用いる数

％

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。

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

1２月1８日

３８

2２

３

６２.８

ckmrc@io.ocn.ne.jp

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

場所：れいたくキャンパスプラザ

B会場

＜本日の卓話＞地区ロータリー研修委員会副委員長
皆さんこんにちは！
本日の卓話は岡田会長様より入会間もない会員の

堀内正一様

準の教育をモンゴルで！」をモットーに日本とモン
ゴルの友好の懸け橋になっています。

・台湾テレビ局NEXTテレビを訪問

東日本大震災により福島第一原子力発電所の周辺

３.第50回インターアクト指導者講習会

のテトラポットが津波により殆ど沖に流されました。

櫻木パストガバナー様の「ロータリーとはインター
アクトとは」の基調講演です。

時の総理大臣、管直人さんが上空から見て、今度津
波が来たら大変だということで、通常は１個4トンの

皆様にロータリー活動の良さ、やりがいを知って貰

来年2019年7月27日には「学友会の世界大会INモ

テトラポットを約5倍の大きさの20トンのテトラポッ

い、インスピレーションになろうという今年度RI会

ンゴル」が開催されるそうで時間があれば訪問した

ト4000個を至急作って第一原子力発電所の周辺の

長バリーラシン氏のテーマに沿ったお話をして下さ

いと思っています。

海に投下しなさいとなりました。そしてテトラポッ

いと伺っております。

ト１個にワイヤロープ１本を結び付けて投下する事

ロータリー活動のよさ、やりがいを知って頂くに

になり、6月から8月末まで日本中のロープを掻き集

はロータリーが楽しくなければなりません。

め、殆ど休み無しで毎日加工を続けました。社員に

私はロータリーに入会して32年目になります。

はこの仕事の重要さをよく説明し、頑張ってくれた

今日は私の経験談からお話させて頂き、新会員の皆

事に今でも感謝しています。

様にロータリーの良さ、やりがいの一つの参考にな

ただ、最近は自由競争でコスト、コストと叫ばれて

ればと思います。

いますが、社員にはよくロータリーの「四つのテス

木更津ロータリークラブは千葉県で2番目に古いク

３.木更津ロータリークラブ奉仕活動(ロータリー財団

ト」を引き合いに出し、「真実かどうか」つまりお

ラブで様々な奉仕活動を行っていますが、今日は４

地区補助金の活動例)

客様に安心で安全にお使いになって頂けるロープは

つの奉仕活動を時間の許す限り紹介させて頂きます。

1.邦楽教室

ないのか、また「みんなの為になるかどうか」、お

2.ロータリー杯少年野球大会

客様のためだけではなく社会のためひいては自分た

3.東京湾アクアラインマラソン、冷凍ブルーベリー

ちのためになるかをよく説明します。食品であれど

1.モンゴル米山奨学生バドザヤさんとガルバドラッ
ハ先生
私は過去3回カウンセラーを引き受け、最も印象に

2.地区インターアクト活動
２つ目の印象のある活動は地区インターアクトの
活動に参加した事です。

配布

んな商品でも商売する時大切なのは信頼であり信用

残った奨学生はモンゴル籍のビャンバー・バドザヤ

2016～17年青木ガバナー年度に奉仕プロジェクト

さんでした。彼女は千葉大学から東京大学に進み、

統括委員長を務めました。いくつかある奉仕プロジェ

アメリカに渡りハーバード大学で研究生として活躍

クトの中で青少年奉仕活動の一つであるインターア

陰だと思っています。私はロータリーはある意味人

しています。

クト委員会の活動に森田委員長はじめ委員の方と活

作りであると思っています。インスピレーションに

私は過去3回モンゴルを訪問していますが、最初はバ

動をともにいたしました。

なろうではないですが、人の心に火をつけるような

ドザヤさんの紹介でウランバートルRCのゲレングー

インターアクトはロータリークラブにより提唱され

人になって頂きたいと思います。

会長さんとお会いして奉仕活動をいたしました。モ

た12歳から18歳までの青少年または高校生の為の

ンゴルの、目にハンディキャップを負った生徒に点

社会奉仕クラブです。

字の用紙を支援しました。

園児と共に

NPO法人コモンビートの皆様とトークショー、

の新モンゴル高等学校でガルバドラッハ先生にお会

ワークショップを行った。
2.第29回インターアクト国外研修

だと思います。お陰様で今日まで事業を続けられて
きましたのも、ロータリークラブに入会し学んだお

最後に私の尊敬するロータリアンの一人でありま
す第2580地区パストガバナー東京東RC佐藤千寿様

1.第50回記念インターアクト年次大会

その後米山奨学生バドザヤさんの母校である日本式

いしました。

4.ロータリーガーデンの花植え、身障者あけぼの

の言葉を紹介させて頂きます。
「ロータリーは人にあり

人の道は心にあり

人の

心は行にあり」
４.職業を活かした奉仕活動

この高校は、山形北RCの元米山奨学生ジャンチブ・

3520地区（台北市）に20名の会員とロータリー

ガルバドラッハさんが設立し、現在では小中学校・

関係者10名の30名が参加。

みが無いかも知れませんが、われわれ業界では「産

高校・高専を排し、1700名の卒業生のうち372名

李登輝氏の体調不良により友人で台日扶輪国際

業の命の綱」とPRしていまして、様々な分野で使わ

が日本の大学や専門学校に入学しています。

親善協会の頼東明氏の日本と「台湾の歴史や台

れています。漁業、林業、鉄鋼、造船、建設、エレ

また、ガルバドラッハ先生はモンゴルのフレーRCに

湾の人々が尊敬する八田與一氏(中学校の教科書

ベーター、吊り橋等、多岐にわたっています。いく

入会し2011年に会長を経験し、2014年にはモン

にも載っている)の講話を、また早川友久顧問に

つかある納入事例のうち「福島第一原子力発電所護

ゴル学友会を立ち上げました。

よる「無私の日本人」の卓話を頂いた。

岸消波ブロック」についてお話をさせて頂きます。

2017年には「旭日小授賞」を受けられ、「世界水

・台北市立福安国民中学校文化祭と植樹

ご清聴ありがとうございました。

ワイヤロープと言いますと、皆さんなかなか馴染

本日の卓話

堀内正一様

