
毎年恒例となっております廣池学園の桜を愛

でる観桜例会ですが、今年は三分咲位でしょう

か。来週２日には麗澤大学の入学式が予定され

ています。その際は満開の桜で入学生をお迎え

することが出来そうです。

柏南ロータリークラブは、来年度４０周年を

迎えます。会員全員で４０周年を楽しみたいと

思っています。そこで本日は、４０年の歴史を

作って下さったＯＢの方にもお声を掛けさせて

頂きました。これからの柏南クラブを見守って

下さい。

社会奉仕委員会の独居老人へのお花配り、剣

道大会、光ヶ丘ふれあい広場などの活動を支え

て下さった、光ヶ丘地区の社会福祉協議会の皆

様にも、お礼の気持ちを込めてご参加頂いてい

ます。

そして本日は、お琴の演奏者をお招きしまし

た。今年度の米山奨学生、リン君が通う流通経

済大学の留学生の方、米山奨学生、学友の方に

も、１２月に観音寺で行った国際交流例会の和

楽器を愛でて頂くイベントの第二段とし、生演

奏を楽しんで頂けたらとお声を掛けさせて頂き

ました。

大内委員長を筆頭に、親睦委員会の皆様には

企画・準備と活躍して

頂きました。ありがと

うございます。
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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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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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３月２６日 ３９ ２８ １ ７3.７

場所：れいたくキャンパスプラザ レストランまんりょう
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3月２４日（日）成田ビューホテルに於いて、国際

ロータリー第2790地区 2019-20年度に向けて

会長エレクト研修セミナーが開催されました。

セミナーに出席した櫻井会長エレクトからは、

「各クラブの会長エレクトとのディスカッションに

より、会長になることへの不安な気持ちや、次年度

への抱負を共有することができました。研修のおか

げで、前向きにスタートできそうです。」という感

想をいただきました。
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～麗澤大学 入学式～
４月２日（火）平成31年度 麗澤大学の入学式が行わ

れました。当クラブからは、岡田尚子会長が来賓として

式に参列し、785名の新入生を祝福しました。
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3月30日、千葉市民会館に於いて、RLIパートⅡ

が開催されました。

今回、当クラブからはDLとして大内会員、斎藤

会員が、受講者として、岡田勝久会員、米谷会員、

井畑会員、山口会員が参加いたしました。

パートⅡのカリキュラムテーマである「私たちの

クラブ」に基づき、6セッションの研修が行われま

した。２７９０地区の様々なクラブから参加された

方々と、それぞれのセッションカリキュラムについ

てディスカッションをする参加型の研修で、パート

Ⅰに続き、パートⅡでも様々な考え方に触れ、有意

義な研修となりました。
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～卒業おめでとうございます!!～
3月２０日（水）流通経済大学の卒業式が行われ、米山

奨学生のヴィ・ズイ・リン君が首席で卒業いたしました！

ご家族と共に、笑顔いっぱいの卒業式となりました。

おめでとうございます。
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観桜例会

～観桜例会プログラム～

１７：００ 全会員集合

１７：３０ 受付開始

１8：００ 点鐘・ゲスト/ビジターご紹介

１8：１０ 会長挨拶

１8：１５ 幹事報告

１8：１７ 閉会点鐘

１8：２０ 懇親会乾杯挨拶・歓談

１9：１０ アトラクション

１9：５５ 閉会挨拶

OBのみなさまもお越しくださいました 米山奨学生・学友のみなさま

流通経済大学のみなさま社会福祉協議会のみなさま

第11グループのみなさま

お琴の演奏で優雅なひと時を味わいました


