国際ロータリー第2790地区 米山記念奨学生修了式・歓送会
3月9日（土）三井ガーデンホテル千葉に於いて、
国際ロータリー第2790地区米山記念奨学生
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との懸け橋となって活躍し、お互いの国の素晴らし

修了

さを伝えてくれることでしょう。

式・歓送会が行われました。今年度は28名の奨学
生が修了証書を授与され、当クラブからは、ヴィ・
ズィ・リン君とカウンセラーである森秀樹会員が出
席いたしました。
5日の例会でのリン君の卓話は、大変立派で今後

柏南ロータリークラブ

の明るい未来を感じさせてくれました。日本と母国

会報

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗

～麗澤大学 学位記授与式・別科修了式～
3月14日（木）麗澤大学の卒業式が行われました。

第１８０８回２０１９年３月１２日 (火曜日)

当クラブからは、小林亘副会長が来賓として式に参列し、
平成に生まれ、平成最後の卒業生650名の巣立ちを祝
福しました。

本日のゲスト

お祝い事

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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小林年度に通常のお食事との差額を子供食堂へ

モン・パルムさんがバナーの交換にいらっしゃっ

寄付しましょう！と始めた企画です。

ています。学習院高校に通われているそうです。

昨年は観桜例会の中で、柏市・社会福祉協議会

先週例会にゲストでいらっしゃった森三枝さ

に寄付させて頂きましたが、今年は観桜例会で

んが入会の申し込みをされ、理事会を通りまし

はなく、通常の例会の中での贈呈を考えていま

た。皆様にＦＡＸでの了承を得て入会の運びと

す。

なる予定です。宜しくお願いいたします。

会長・幹事を経験された方はご存知かと思い

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
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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

ますが、財団への地区補助金の申請は3月末と
なっており、次年度の櫻井年度が始まってから
では間に合いません。櫻井会長エレクト・關口

岡田会長

幹事エレクトと次年度の地区補助金の申請手続

本日も元気に点鐘です!

きを進めています。例会後のクラブ協議会で、
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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

例会日

会員数

出席

出席率に用いる数
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場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

今日は妻島会員の御家族がホストファミリー

呼び方は皆様色々あるかと思いますが、これは、 をされているベルギーからの交換留学生のクレ

ワンコインニコニコ
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本日のお食事は、節約ランチ（寄付ランチ）。

ご一報ください。
ckmrc@io.ocn.ne.jp

山口会員から説明をさせて頂きますが、皆様是
非ご協力をお願致します。
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＞ かしわインフォメーションセンター

デットジェンス・マルテ様

最初は私の人物について語ります。私は去年

うスタイルを使って、文字と絵を組み合わせて、

（平成３０年）３月までロータリー米山奨学生と

お客様に絵葉書を描いて頂くアクティビティでし

して柏ロータリークラブに通っていたドイツ人留

た。かしわインフォメーションセンター館内開催

学生です。麗澤大学経済学部を卒業し、現在は東

だけではなく、麗澤大学でも同じイベントを開催

京大学大学院・新領域創成科学研究科・国際協力

いたしました。今月（平成３１年３月）２０日は

学専攻・修士課程１年生です。東京大学では日本・

さらに東京大学柏キャンパスでもイベントを開催

柏の「子ども食堂」を研究しており、柏市にある

する予定です。

１０カ所の「子ども食堂」のうち、現在は定期的

・多言語（英語版）ホームページ(http://www.k

に３カ所に通いながら、ボランティア活動をして

ashiwainfo.chiba.jp)：かしわインフォメーショ

います。柏市内の地域を比較するため、３月４月

ンセンターの英語版ホームページを通して、外国

中はなるべく全ての「子ども食堂」に一度でも行

人観光客に柏の観光名所、イベント、食事処、宿

きたいと思います。

泊などを紹介するウェブサイトです。

週３回の出勤で非常勤スタッフとして「特定非

かしわインフォメーションセンターの英語版ホー

営利活動法人柏市インフォメーション協会」の運

ムページを２０１８年１０月に公開し、地域の報

営する柏駅前の観光案内所「かしわインフォメー

道機関に注目され、私や私のインバウンド担当と

ションセンター」にて、インバウンド事業を担当

しての事業が新聞に掲載されました。最初は千葉

しています。柏の魅力を柏に来られる外国の方に

日報の記事でしたが、そのあとは読売新聞、朝日

伝えるために様々な活動をしており、外国人向け

新聞にも取り上げられ、読売新聞の記事は翻訳さ

アクティビティやイベントなども紹介します。

れ、英語版新聞「ジャパン・ニュース」の全国紙

私の主な事業は多言語（英語版）ホームページ

にも掲載していただきました。

の管理・更新です。さらに、外国人向けアクティ

各新聞記事のフォーカスはかしわインフォメー

ビティ開催、「かしわのしゃしんプロジェクト」

ションセンターの多言語ホームページでした。全

を２人でも担当しています。

ての記事が外国人ライター（私）によって書かれ、

・「かしわのしゃしんプロジェクト」：世界で人

外国人目線で書いてあることが珍しく、ホームペー

気のあるSNS（ソーシャルネットワークサービス）

ジは外国人がより興味を持ちそうな書き方や写真

インスタグラムを用いて、写真を通して柏の魅力

の使い方で作ってあります。観光名所などを紹介

を広めることを目標とするプロジェクトです。去

する日本の多くの記事は、歴史の視点が強いと思

年（２０１８年１月から２０１８年１２月まで）

いますが、かしわインフォメーションセンターの

は約8600枚の写真が「かしわのしゃしん」と

多言語ホームページの記事は、私の感想や各場所

「kashiwamoment」のハッシュタグで投稿され

でどのような気持ちを体験できるか、より柔らか

ました。

く読みやすい内容が特徴です。

・外国人向けアクティビティの実例：去年７月か

ホームページの全ての写真を柏出身のプロカメラ

ら１２月まではかしわインフォメーションセンター

マンの小川兄弟（小川元貴・小川晃希）に撮影し

館内で毎週木曜日と土曜日に２時間ずつJapanes

ていただきました。綺麗な写真と読みやすい記事

e Brush Calligraphy・筆ペン体験講座を開催し

を合わせて、よりカラフルなホームページができ

ました。書道と違って、己書「おのれしょ」とい

たと感じています。

記事を通して外国の方にも柏の魅力を伝えたくて、 本物の人との出会い、そして本物の日本との出会
多言語ホームページのサブタイトルは、「Real P

いが柏で待っています。

eople. Real Japan」「本物の人。本物の日本」
です。柏の観光名所だけではなく、柏の人、柏の
心も読者に見せたいと思います。
柏の人は優しくて、お互いを考えながら生活して
いて、正直で謙虚です。
柏はアクティブな都会部とバスでたった5分離れ
ている自然に潜り込むことができるところです。
本物の柏を経験すると、その柏から離れたくなく

本日の卓話

ﾃﾞｯﾄｼﾞｪﾝｽ･ﾏﾙﾃ様

なるかもしれません。

ガバナー補佐訪問

溜川良次様（柏RC）

国際ロータリー第2790地区第11グループ ガ
バナー補佐 溜川良次様（柏RC）がお越しくださ
り、2月27日に行われたIMについてお礼のお言
葉を頂戴いたしました。
IMのテーマとなった人口減少について、「ぜ
ひ、今後もクラブや職場、仲間の間で人口減少に
ついて語り合ってください。皆さんの心に響いた

ものが原動力となりますので、
インスピレーションになろうと
いうテーマのもと、ロータリア
ンとしての意識を高めてくださ
い。」とお話しいただきました。

幹事報告
●メイクアップについての報告方法が決まってお

3月26日（火）観桜例会

りませんでした。さしあたって、メイクアップを

廣池学園キャンパスプラザ

された方は、メイクアップカードを提出するか、

4月 2日（火）休会

何の集まりでいつ出席したかを事務局まで報告し

4月 9日（火）通常例会 理事会

てください。また、いつの欠席に充当するかも忘

4月16日（火）振替休会

れずにお伝え下さい。

4月17日（水）11Ｇ合同例会

●４月１７日（水）１１Ｇ合同例会

ｻﾞ･ｸﾚｽﾄﾎﾃﾙ柏 17：30受付

18：00点

アトラクション参加に関するアンケートのご回答

鐘

をよろしくお願いします。

※ゴルフ・ボーリング終了後に例会となります

●【回覧】

4月23日（火）通常例会

・青少年プログラムにおける海外派遣 アンケート

4月30日（火）祝日週休会

集計報告

今後の重要な予定

・2790地区寄付金レポート

5月14日（火）～15日（水）親睦旅行

・我孫子クラブ例会変更のお知らせ

鬼怒川温泉（翌朝すぐの解散などでもOKですの

今後の予定
3月19日（火）祝日週休会

でぜひ参加下さい）
6月11日（火）ガバナー補佐訪問

