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お祝い事

会員誕生日：池田孝 妻島不三二 吉川末満

入会式

ご家族誕生日：大内啓
ご結婚記念日：岡田勝久

妻島不三二
櫻井好美

柏南ロータリークラブ

米谷昌紀

宮本邦雄

会報

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗

山崎康弘

第１７９９回 2018年１２月２５日 (火曜日)
第１８００回 2019年 １月１５日 (火曜日)

12月25日
高橋薫会員の入会式が行われました

2019年 年男!! 小林亘会員・仲原一郎会員

本日のゲスト

活動報告『１０８の会』親睦ゴルフ大会
1月8日、藤ヶ谷カントリー
クラブにて『108の会』
メンバーが集合、新春の
初打ちを楽しみました。

12月25日忘年例会
ジョ・シン様

暖かな1日で、和やかに
親睦ゴルフ大会が開催さ
れました。

1月１5日新年例会
ヴィ・ズィ・リン様
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１
２
３
４

言行はこれに照らしてから

例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

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

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。
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SAもサンタの帽子で

盛り上げます！

近くで見ても不思議⁇でした

会員数

出席

出席率に用いる数

％

例会日

会員数

出席

出席率に用いる数

％

1２月25 日

３９

２６

３

７２.２

１月１５日

３９

2６

２

７０.２

場所：吉里 柏別邸

上半期お疲れ様です！

テーブルマジックにこの表情!!

例会日

場所：ハート柏迎賓館

12月25日・ハート柏迎賓館

会長・幹事

例会報告
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忘年例会

ckmrc@io.ocn.ne.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。

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

会長挨拶・忘年例会
今年最後の例会となりましたので半年を振り返っ

会長挨拶・新年例会

そして、地区補助金を頂いての行事となりました

新年明けましておめでとうございます。

１月１5日・吉里 柏別邸

加え、親睦委員長の大内さんの提案で,米寿、喜寿、

国際奉仕委員会主催での国際交流例会。麗澤大学、

例年より一週間遅いロータリークラブの始動となり

古希と多くの会員が玉串の奉納をすることが出来ま

流通経済大学の留学生、米山奨学生

米山学友をお

ましたが、お休みの間も広報公共イメージ向上委員

した。

明るく見やすい写真の多い物へ変えるため広報委員

招きして和庭園、和楽器を通じ日本の文化に触れて

会からのＦＢへの投稿があり、充実した休日を過ご

会の方にご尽力頂き、またホームページのリニュー

もらおうとのテーマのもと、観音寺の紅葉を愛で和

させていただきました。

う宜しくお願いいたします。

アルにも取り組んで頂きました。フェイスブックや

食弁当をいただき、匂い袋を作った後の和太鼓の鑑

平成最後のお正月を迎え、皆様も色々な思いを抱か

今年一年皆様に御多幸有りますように！

インスタグラムへのタイムリーなアップや、国際ロー

賞は素晴らしいものでした。開催に当たり何度も打

れたのではないでしょうか。

タリーの情報をいち早く皆様にお知らせして頂きま

ち合わせを重ねたからこその成功だったと思ってい

した。

ます。

てみたいと思います。
７月から私の年度が始まりました。まず、会報を

当クラブも私の年度は折り返しを終え、あと半年
となりました。計画に基づき成果をあげていきたい

８月の恒例納涼例会でのフラダンスチームの結成

毎年恒例となっています光ヶ丘地区の独り暮らし

と思っています。廣池先生が、観桜例会に桜を咲か

は思い出深く、数回の練習の成果は皆様の記憶に新

のお年寄り宅へのシクラメンのプレゼントも多数の

せるよう柏神社へいらっしゃる前にキャンパスプラ

しいのではないでしょうか。次年度の桜井会長エレ

会員のご協力、また地元の民生委員、町会役員の方

ザへ足を運んでくださったそうです。まだ先ですが

クトはさらにバージョンアップさせるとの事ですの

に準備頂き無事終了できました。

素晴らしい桜の元での例会を今から楽しみにしてい

で、チームリーダーの小高会員、宜しくお願いいた

どの行事をもっても荒木幹事、会員の方のご協力
なしには成り立たないものだと感謝の気持ちで一杯

します。
１０月２４日『世界ポリオデー』へ向けて会員の

事務局の交代は当面の当クラブの運営に大きな影

ナー公式訪問時での赤いＴシャツ着用は画期的な出

響を及ぼすものと思われますが、自らの役割を認識

来事でした。広報公共イメージ向上委員会の新たな

しお互いに思いやり、協力すれば乗り越えられると

活動であったと思います。映画『ブレス

思っています。

の呼吸』の有楽町での鑑賞も思い出深いです。
また、私の年度テーマ～ロータリーを知ろう～に
合わせチャターメンバーの方に柏南ロータリークラ

ます。
今年は会長、会長エレクト、次年度幹事、年男に

です。

皆様へ募金箱をお配りして募金を募り、例会やガバ

しあわせ

来年はより多くの会員での執り行いが出来ますよ

会員増強については、昨年度の小林会長を見習い
来年度頑張って純増を目指したいと思っています。
最後になりますが地区大会での会長賞受賞は大変

ブの歴史や成り立ちを卓話にて語っていただいたり、 栄誉な事で地区から３クラブとの狭き門でした。
2790地区の地区委員の方に卓話に来て頂きました。 来年も桜井エレクトを表彰台に乗せることが出来る
他のクラブのメンバーとの触れ合いはとても楽しく、 よう、残り半年しっかりと活動して参りたいと思い
ＲＬＩへの勧誘もあり当クラブの新人会員の方のモ

ます。

チベーションのアップに繋がって行けばと願ってい

本日の忘年例会、皆で楽しみましょう！

ます。

半年間ありがとうございました。良いお年を！

今年度初めて光ヶ丘地域ふれあいまつりにポップ
コーンのブースを出したのも良い経験と思い出にな
りました。
また、初めての参加となったＫＡＳＨＩＷＡリレー
マラソンにボランティアとして給水コーナーを任せ
ていただきランナーのお手伝いをさせて頂きました。

岡田年度スタートからの半

来年も今年の経験を生かして協力出来たらと思って

年を振り返り、会員に感謝

います。

の言葉を述べられました。

今年最初の例会、元気な笑顔でのスタートです!!

