
皆様こんにちは。

来週、補助金管理セミナーが開催されます。それに

合わせ財団ハンドブックが出来上がったそうです。当

クラブから小高会員が参加予定ですので、参加後のご

報告お待ちしています。

先週の大きな明るいニュース。大坂なおみ選手の全

米に続き全豪オープンでの優勝。決勝はハラハラしま

したが、素晴らしい結果を残して下さいました。彼女

は、日本国籍 アメリカ国籍 ハイチ国籍を持っている

そうですが、日本は多重国籍を認めていないので22

歳で国籍を選ばなくてはなりません。国籍については

色々な意見が有ることは承知していますが、国際化時

代にこのままで良いのか等議論が沸き上がりそうです。

2月12日に39回目の創立記念例会を迎えます。チャー

ターメンバーの方は設立当時の事を鮮明に覚えていらっ

しゃり、思い出深く参加して下さる事と思います。

東京ディズニーランドは35周年を迎え、3月末ま

ではグランドフィナーレと盛り上がっています。当時

大学生だった私も色々な思い出と重なり35年を振り

返りました。次年度は1年間かけてセレブレーション

40周年を楽しみたいと思っています。

米山留学生受け入れのアンケートが参りました。当

クラブでもカウンセラー、副カウンセラーをお願いす

る方が決まりましたので、前向きに検討するよう次回

の理事会に諮りたいと思っています。宜しくお願いい

たします。

古谷会員が可愛い干支の猪の折り紙を作ってくださ

いました。次年度のロータリーのテーマは「ロータリー

は世界をつなぐ」です。折り紙で世界がつながるよう

な国際交流をしてみたいです。

インフルエンザがまだまだ流

行っています。予防に努め2月も

元気に皆様と例会場でお会いし

たいです。
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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。

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。

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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場所：れいたくキャンパスプラザ B会場
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会長挨拶会長挨拶

例会報告例会報告

ワンコインニコニコワンコインニコニコ ４,515円４,515円

浅野繁会員浅野繁会員

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 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席免除
ｹﾞｽﾄ
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委嘱状授与 RLI実行委員会委嘱状授与 RLI実行委員会

猫田岳治会員猫田岳治会員

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猫田会員が任命され、委嘱状を

授与されました。

委嘱状授与にあたり、「RLI実行委員としてRLIの魅力を

皆様にお伝えしていきますので、1人でも多くの会員に

RLIに参加していただきたい」と会員に向けて呼びかけ

がありました。
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お祝い事お祝い事

古谷会員手作りの

折り紙で作ったイノシシです

古谷会員手作りの

折り紙で作ったイノシシです



＜本日の卓話＞ 戸部謹爾会員

幹事報告

●１月のロータリーレート １ドル＝１１２円

２月のロータリーレート １ドル＝１１０円

※2月のレートの適用は、２月1日（金）以降、

2月末までに口座へ着金が対象となります

●【回覧】「ハイライト米山」

「2/27 ＩＭのお知らせ」

●４月１７日（水）１１Ｇ合同例会

アトラクション参加に関するアンケートのご回答

をよろしくお願いします。

●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。

今後の予定

２月 ５日（火） 通常例会 理事会

２月12日（火） 親睦夜間例会（創立記念例会）

場所 グランパークホテル

ザ・ルクソー南柏

〒277-0075

千葉県柏市南柏中央８−８

18：00点鐘 会費3,500円

※例会前ゴルフ 廣池学園ショートコースで開催

２月 ９日（土） 光ケ丘地区青少協主催

剣道大会（当クラブ協賛）

光ケ丘中学校8:00～12:00

2月19日（火） 通常例会 サービスランチ

2月26日（火） 振替休会

2月27日（水） ＩＭ ザ・クレストホテル柏

12：00集合/食事 13：00点鐘

3月26日（火） 観桜例会

廣池学園キャンパスプラザ

4月17日（水） 11Ｇ合同例会

ザ・クレストホテル柏

5月14日(火)～15日(水) 親睦旅行 鬼怒川温泉

6月25日（火） 交替式 ザ・クレストホテル柏

委員会報告

昨年暮れの国際奉仕委員会が中心になって

行われた観音寺での移動例会では、和太鼓の

演奏が留学生に好評であったそうですが、匂

い袋の製作も日本文化の一面に触れられたと

の感想も伺っております。

そこで今回は、お香に因んだお話をさせて頂

きます。

先ず当日作られたお香の種類は、白檀、丁

子、桂皮、龍脳、甘松、山奈、カッ香、大ウ

イキョウの８種類で、全て天然の植物です。

白檀が主成分で、他の原料は同量ではなく、

適宜増減しています。

白檀は東南アジアで産出されますが、イン

ドのマイソール産を 上としています。

沈香は油脂成分が多いと重くなり、水に沈む

ことから沈水香とも言われ、その中で も珍

重されているのが伽羅です。昔から金と同額

でしたが、今は伽羅の方が高いようです。

香木でよく言われるのが、「六国五味」と

書いて「りっこくごみ」と読み習っており、

六国は産出国を言い表しているそうですが、

実際にはどこの国を指して言っているのかよ

く解りません。

それらは、伽羅、羅国，真那伽、真那蛮、佐

曾羅、寸門多羅で、五味は味のことですが、

食べるわけではなく、あくまで鼻で聞いて表

現は舌の感覚で言います。

「甘、酸、辛、苦、かん（しょっぱいこと）」

と言われています。

この他、麝香や龍涎香のように動物からと

るものもあります。

シャネルの５番と１９番には極微量ですが麝

香が入っているようです。

今日はこれから伽羅を焚いてみます。

本日の卓話 戸部謹爾会員

お香について

お話しいただきました

米山記念奨学会委員長 今井昇会員

２月には特別寄付のお声がけをさせていただくかと思います。

ご協力よろしくお願いいたします。

実際に戸部会員がお香を焚いてくださいました

例会場がお香の

香りにつつまれました


