
２月９日(土)に光ヶ丘地区の剣道大会の開会式に参

加させていただきました。当日は朝から雪の降る大変

寒い日となり、素足の剣士達には辛い寒中試合となり

ました。光ヶ丘中学校の体育館に着くと、少年少女達

は稽古中で大きな声が飛び交っていましたが、開会式

の声が掛かると素早く整列し静寂になり、日頃の練習

の成果をそんなところにも感じました。

当クラブからトロフィーを贈呈している旨のご説明の

後、挨拶をさせて頂き数試合を見学して中座させて頂

きました。表彰式に再度伺うつもりでしたが、予定よ

り早く試合の進行が進み、宮会員と米谷会員にトロフィー

の授与を執り行っていただきました。

また11日には雪の中千葉でのＲＬＩ研修が行われ

ました。当クラブから岡田勝久会員、米谷会員、山口

会員が参加し、またＤＬ(ディスカッションリーダー)

を務める大内会員、猫田会員、斎藤会員、地区役員の

小林亘会員も参加して下さいました。

後日感想などを聞かせて頂ければと思います。

本日は３９回目の創立記念夜間例会です。古谷会員

が懐かしい活動計画書を持ってきて下さいました。

この後、歴代会長に会長年度の親睦旅行の思い出など

をご披露して頂きます。

当年度は５月１４日、１５日で鬼怒川温泉を予定して

います。山口会員が素敵なパンフレットを作成して下

さったので、是非ご覧いただき予定に組み込んで頂け

たらと思っています。

全員が鬼怒川で集結出来ま

すよう参加のパターンも多

様に用意しますので宜しく

お願いいたします。
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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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例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 ％

２月１２日 ３９ ２５ ３ 69.4

場所：グランパークホテル ザ・ルクソー南柏
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会長挨拶会長挨拶

例会報告例会報告

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 ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 出席免除
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RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅠRLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅠ

２月１１日、千葉市民会館にてRLIパートⅠ

が開催されました。当クラブからは、小林亘会

員が地区管理運営統括副委員長としてオブザー

バーで、DL（ディスカッションリーダー）とし

て、大内会員、猫田会員、斎藤会員が、受講者

として、岡田勝久会員、米谷会員、山口会員が

参加いたしました。

RLIは、世界中の多くの地区が取り入れてい

るロータリーの意識向上のためのプログラムで

す。今回のパートⅠのカリキュラムテーマ、

「ロータリアンとしての私」に基づき６セッショ

ン（時限）の研修が行われました。

2790地区の様々なクラブから参加された方

とのディスカッションは得るものが多く、大変

有意義な時間となりました。

パートⅡは3月30日、パートⅢは4月22日に

開催されます。
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剣道大会剣道大会

２月９日、光ヶ丘中学校体育館にて行われた、

光ヶ丘地区青少年健全育成推進協議会主催の剣

道大会に参加しました。当日外は雪のため、大

変寒い一日でしたが、体育館の中は子どもたち

の熱気で盛り上がりました。参加者は、地元の

小学生・中学生で試合は間近で見るととても迫

力があり、未来を担う子どもたちにたくましさ

を感じました。

当クラブからは、各学年の優勝者にトロフィー

を提供していますが、父兄の方からは子どもた

ちがとても喜んで、励みになっているとのお礼

の言葉をいただきました。

極寒の中、裸足で元気に躍動する子供たちの

姿に心を打たれ、未来ある子どもたちに関りを

持てることに喜びを感じました。
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創立記念夜間例会 グランパークホテル ザ・ルクソー南柏 幹事報告

●ロータリー手帳 希望者は事務局又は幹事までお願

いします。

●メイクアップについての報告方法が決まっておりま

せんでした。さしあたって、メイクアップをされた方

は、メイクアップカードを提出するか、何の集まりで

いつ出席したかを事務局まで報告してください。また、

いつの欠席のに充当するかも忘れずにお伝え下さい。

●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5日（火）通常例会 理事会

3月12日（火）クラブ協議会 ※次年度組織図

3月19日（火）祝日週休会

3月26日（火）観桜例会 廣池学園キャンパスプラザ

今後の重要な予定

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

補助金管理セミナー

２月２日、三井ガーデンホテル千葉に於いて２０

１９－20年度国際ロータリー第2790地区奉仕プロ

ジェクト委員会・ロータリー財団委員会合同主催に

よる補助金管理セミナーが開催されました。当クラ

ブからは、櫻井会員、小高会員、服部会員、山口会

員の4名が出席いたしました。

第一部では、奉仕プロジェクト委員会からロータリー

における社会奉仕や国際奉仕についての説明と、奉

仕活動がクラブの活性化をもたらすという内容のお

話を伺いました。第二部では、ロータリ財団委員会

から地区補助金、グローバル補助金について補助金

事例を交えながら説明が行われました。

委員会報告 2月5日 広報・公共ｲﾒｰｼ向上委員会

本日は、ロータリー「Eクラブ」についてのお知

らせとご報告を申し上げます。

ロータリーEクラブとは、オンライン上で例会の

開催を認められた、正式なロータリークラブです。

現在日本国内では、11のクラブが正式なＥクラブ

として国際ロータリーの加盟クラブとなっておりま

す。例会は週に1度開催されますので、やむを得ず

例会を欠席をしてしまい、メーキャップを行いたい

会員は、24時間いつでもホームページ上から例会

に参加することができます。

皆さまもご存じの通り、当クラブでも、現在出席

率の向上と退会防止は大きな課題となっております。

実際に、メーキャップにも行かれず悩んでいた広報

委員でもあり、出席委員でもある福田会員が、ある

出張の多いロータリアンの掲載記事を読み、Ｅクラ

ブの存在と仕組みを知ったそうです。そしてすぐに

実行。Eクラブ例会へのメーキャップにチャレンジ

してみました!! との報告を受けました。

「誰でも気軽に、出席率の向上を計れるのではない

でしょうか」との意見でした。

もちろん、基本はクラブの例会への出席です。し

かし、他クラブへのメーキャップも難しい状況の場

合は、Eクラブへの出席も選択肢のひとつになるの

ではないかと考え、本日のご報告とさせて頂きます。

今後、Eクラブへのメーキャップをされる方がいらっ

しゃいましたら是非お知らせください。

例会や会報誌などを通して会員で情報を共有できれ

ばと思います。

歴代会長に会長年度の親睦旅行の思い出をお話しいただきました


