
本日は、第１１グループの合同夜間例会です。

溜川ガバナー補佐の元での最後のグループでの

行事となりました。今年は例年の親睦ゴルフ大

会に加え、親睦ボーリング大会も開催され、よ

り多くのメンバーの皆様に懇親を深めて頂けた

かと思います。

そして柏西クラブの斉藤幹事の御協力で、生

バンドによるライブに乗せて、東クラブの長岡

幹事による溜川ガバナー補佐を主人公にした、

会長幹事によるダンスもご披露させて頂きまし

た。

柏南クラブでは当年度「ロータリーを知ろう」

というテーマを掲げましたので、地区役員をな

さっている第１１グループのメンバーの方々に

卓話に来て頂きました。

ご協力に熱く御礼申し上げます。

当クラブでは今年度３名の女性会員の入会が

有り、女性会員は合わせて９名となりました。

今、会場を見渡すと大勢の女性の会員がいらっ

しゃることをとても嬉しく思います。これから

も女性会員・男性会員を増やし、各クラブ・第

１１グループを盛り上げて行きたいと思います。

合同例会の開催にあたり、親睦ゴルフ大会・

親睦ボーリング大会実行委員の皆様、懇親会の

運営に携わって頂いた皆様に御礼申し上げます。
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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。

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。

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 森三枝 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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4月13日、船橋グランドホテルにて開催され

た米山奨学委員会主催の研修会に参加してきま

した。

今回の私の役割は「カウンセラー経験談」と

いうことで、約15分の卓話を行いました。

当日の参加メンバーは27人の千葉大学・東京

大学を含む大学からの指導教員と、2790地区

より選りすぐられた受入クラブのカウンセラー

２５名でした。

参加者の半分はロータリー用語がわからないと

思われるので、共通した単語に置き換える工夫

をし、できるだけ理解してもらえるようにしま

した。

カウンセラーに就任した経緯についてなどパ

ワーポイントを用いて、多くの写真とともに当

時を振り返りながら話しました。

これまでにお世話になった方々に麗澤大学の

教員の話をしたところ、会議の後の懇親会の席

で初めてお会いするカウンセラーや他大学職員

の方より「自分も常々そう思っていた」と言う

同意のお言葉をいただきました。

心の準備もできないまま引き受けたカウンセ

ラーでしたが、大変良い経験をさせていただき

ました。
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した森会員の感想をお届けします。
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第11グループ 合同例会・懇親会 ザ・クレストホテル柏

第11グループ親睦ゴルフ大会

取手国際ゴルフ倶楽部にて、第11グループの親睦ゴルフ大会が行われ、12組48名が腕を競いまし

た。当日は、天候にも恵まれ、絶好のゴルフ日和となりました。各組、クラブを振り分け、普段顔を

合わせることが少ない他クラブのメンバーとも交流を深めることができました。

ゴルフ大会終了後は、合同例会後の懇親会にて表彰が行われました。

第11グループ親睦ボーリング大会

合同夜間例会前に、ヤングボウルにて第11グループの親睦ボーリング大会が行われました。総勢22

名の参加があり、当クラブからは、戸部会員、米谷会員、山川会員、井畑会員の4名が参加しました。

個人戦と団体戦が行われ、個人戦は、井畑会員が見事優勝。米谷会員が2位、団体戦（各クラブ上位2

名の合計スコア）では、柏南クラブが優勝しました。

初めての試みでしたが、とても楽しく、参加者からは大変良い企画なので、次回もぜひ参加したい

という声が多く寄せられました。


