委嘱状授与

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

RLI実行委員会

２０１８－１９年度 国際ロータリー第２７９０地区
RLI実行委員会の委員に大内会員、斎藤会員が任命され、
委嘱状を授与されました。
斎藤会員からは、「クラブのレベルアップに向けて、ぜ
ひRLI研修会への参加を！」と呼びかけがありました。
今年度は、２・３・４・５月に月1回の研修会が開催さ
れ、当クラブからは4名の会員が出席いたします。
大内啓会員

柏南ロータリークラブ

会報

斎藤由紀会員

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗
お祝い事

妻島不三二会員

ニコニコ

第１８０１回２０１９年１月２２日 (火曜日)
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。

斎藤由紀会員

例会日当日は、妻島会員のお誕生日！

会長挨拶

みんなでバースデーソングのプレゼント♪
2019年 年男!!

皆様、先週は友野会員の柏神社で、毎年恒例の玉串
の奉納の後新年会を楽しみました。友野会員の御子息

本日のゲスト

5月14日・15日は鬼怒川への親睦旅行を予定して

が執り行って下さり、例年と少し違う雰囲気でしたが、 います。なかなか全員参加とはいかない当クラブです
来年も沢山の会員に参加して頂きたいと思います。

ワンコインニコニコ

忘年例会では私の年度の半年を振り返らせて頂きま
したが、今日は残り半年のクラブ活動についてお話さ

５,９６６円
柏西ＲＣ中嶋利生様

皆様をお迎えできる様祈っています。

せて頂きます。

柏西ＲＣ石井崇様

例会報告
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 高橋 薫 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 吉川末満 米谷昌紀
出席
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場所：れいたくキャンパスプラザ

B会場

当クラブの広報・公共イメージ向上委員会の皆様に
毎日の様にアップしていただいているフェイスブック・
インスタグラムですが、喜ばしいことにインスタグラ

による剣道大会が開催されます。当クラブからトロフィー

ムのフォロワー数が200を超えたそうです。ありが

を寄贈しますので、ご都合のつく方は光ヶ丘中学校の

とうございます。来年度のロータリーのテーマは、

体育館に8時から12時までのご都合の良い時間に足

『ロータリーは世界をつなぐ』だそうです。フォロワー

をお運びください。

の中には外国の方が多数いると伺っています。繋がっ

2月12日は創立記念夜間例会で、午前中に廣池学
園ゴルフクラブで懇親ゴルフを予定しています。皆様
のご参加お願いいたします。

をテーマに講演会を予定しています。
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。

ますので宜しくお願いいたします。

2月9日は光ヶ丘地区の2歳から中学生までの剣士

2月27日はＩＭですが、『少子化とロータリー』
例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

が、親睦旅行と昨年同様交替式には全員参加を目指し

ていますね！
インフルエンザが流行り、学級
閉鎖の情報も多数有りますが、健
康に留意して来週も皆様とお会い
できる様にしたいです。

3月26日観桜例会は桜も咲き揃って11グループの
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＞
皆さんこんにちは。

井畑和士会員

様々な団体があり、私もいくつかの団体には所
属させてもらっていますが、どんな団体でも基

ですが、ご存知の方も多いと思いますので青年

本的な目的の一つに仲間づくりというものがあ

株式会社日宣の井畑と申します。本日は卓話と

部に入る前の『2000年委員会』というところ

ると思っています。

いうことで不慣れではございますが、よろしく

の話を少しさせていただきます。

お願いいたします。

沼南町で2000年を迎えるにあたりイベント

テーマは、『ロータリー活動の内容や良さ・

をやろうという企画がありました。町役場から

やりがいをを知ろう』ということで伺っており

の企画ではあったのですが、町在住の20歳前後

ます。ただ、昨年の5月に入会させていただいて

の青年が集まって『2000年委員会』を設立し、

以来、思うように時間がつくれずほとんど出席

企画・運営をするというもので、メインは200

できておりませんので、ロータリーについての

0年元旦の午前0時に花火を打ち上げるというも

知識が全く無い状態です。

のです。手賀の丘少年自然の家という県の施設

その点については、今後RLIプログラムに参加す

を使って大晦日にねるとんパーティや模擬店を

る予定ですので、そこで学ばせていただこうと

開催しました。

思います。

今の会社へ入ったのが1999年で、ちょうど

このような状態ですので、本日は私の自己紹介

メンバーを構成する頃でした。そして私にも声

をさせていただければと思います。

がかかりました。しかも委員長で・・・

改めまして、いはたかずひと45歳、2代目と

そこが初めての団体組織の経験でした。人前で

して会社を引き継ぎ、看板の設計・製作・施工

挨拶をするのも初めてだったので、後ろで手を

を中心に様々なものに携わらせていただいてお

組むと偉そうに見えるからやめた方がいいといっ

ります。

た基本的なことから、会議の進め方、イベント

創業者は父で、昭和45年に豊四季にて起業しま

の開催にあたってのあいさつ回りや協賛金集め

した。その3年後に私は生まれ、さらに3年後に

など、青年部や他の団体にいれば経験すること

旧沼南町に工場を開設して引っ越し、そこで育

ですが、会社勤めではできないことを初めて経

ちました。

験させていただきました。

理工系の大学を出て、建築関係の就職先を探し

花火を打ち上げるということで特に資金集め

た時期もありましたが、長男として父の跡を継

は大変でしたが、役所の方にフォローしていた

ぐと洗脳？されていたこともあり、会社に入る

だき何とかなりました。

ことを決めました。

そのほかのイベントの企画や告知も素人の青年

まずは修行と社会勉強として、看板業者が使

の集団なので大変でしたが、カウントダウンで

うシステムのメーカーで3年務め、26歳の時に

花火をあげ、真夜中にもかかわらず、見物人で

今の会社へ入りました。その後1年ほどで商工会

手賀沼沿いの道路が渋滞しているのを目にした

議所の青年部に入会し、仕事を覚えながら多く

時は達成感が溢れてきました。本当にいい経験

の経営者の中で様々なことを学びながら今日に

をさせてもらったなと思っております。

至ります。
社会人としての経験は、ほとんど青年部なの

その時の仲間とは現在も年１回くらいですが、
１８年過ぎた今でも集まっています。

本日の卓話

この会でも出会った方々との良い繋がりがで

井畑和士会員

きればと思っておりますので、今後ともよろし

自己紹介を兼ねて、

くお願いいたします。

団体組織での経験をお話しいただきました

幹事報告
●１月のロータリーレート

今後の予定

１ドル＝１１２円
●【回覧】「次年度会長テーマ」
「RI 囲碁大会」

１月29日（火）

通常例会

サービスランチ

２月 ５日（火）

通常例会

理事会

２月12日（火）

親睦夜間例会

「西日本豪雨災害義援金のお礼」

（創立記念例会）

場所 グランパークホテル
ザ・ルクソー南柏

●ロータリー財団への寄付について
18：00点鐘

ポリオ募金 80,010円
ﾜﾝｺｲﾝﾆｺﾆｺ 7/3～12/18まで 78,040円

2月19日（火）

通常例会

合計158,050円 (約＄35/1人)

2月26日（火）

振替休会

1月に寄付しました

2月27日（水）

ＩＭ

会費3,500円

サービスランチ

ザ・クレストホテル柏

12：00集合/食事 13：00点鐘

●下期会費納入のお知らせをFAXしております。銀
行振込にてお支払い下さいますようお願いします。

委員会報告
宮寛会員
2月9日(土)に光ヶ丘中学校の体育館において、光ヶ丘地区青少協主催の剣道大会が開
催されます。クラブからはトロフィーを寄贈いたします。皆さんも顔を出してください。

今井昇会員
廣池学園からのお願いです。
敷地内の車での走行は、15㎞以下でお願いいたします。

広報・公共イメージ向上委員会委員長 山口修代会員
12月11日例会の会報誌ですが、ゲストのお名前を間違えて掲載しておりました。申し
訳ございません。データーを修正し、ホームページの方も修正の依頼をいたしました。
修正後の会報誌が必要な方は、私までお願いいたします。

