
5月14日から一泊で鬼怒川温泉、日光への親睦旅行。

9時に柏を出発して一路鬼怒川温泉へ。一週間前の天気

予報では晴れだったのですが、予報は急転、雨でしたが

傘をささずに出発出来ました。

乾杯といえば、この方以外にはいらっしゃいません。乾

杯担当ということで、戸部会員の発声から旅が始まりま

した。

まずはランチに鬼怒川の名店「魚登久」で鰻重。鰻の

高騰により、肝焼きが食べられなかったのが残念でした

が、旅は美味満足で始まりました。

満腹で次の東武ワールドスクウェア。世界各国の建築

物が25分の1で再現されていて圧巻でした。その後予

定通り鬼怒川ライン下り。水量が豊富で水しぶきを堪能

しました。宿泊は鬼怒川「一心館」。斎藤会員の旧友が

女将の老舗旅館です。宴会から参加の関口会員、浅野繁

会員、池田会員も加わって豪勢なおもてなし料理を頂き

ました。二次会からは鴇田会員、山本会員も加わり、カ

ラオケと親睦委員長仕込みの仮装で盛り上がりました。

猫田会員の誕生日が15日ということで、みんなでカウ

ントダウンでお祝いをし、初日は終局。

二日目は中禅寺湖へ。モーターボートの予定でしたが、

水量の都合で遊覧船へ。修学旅行の小学生と共に中禅寺

湖を堪能し、その後華厳の滝へ。

二日目のランチは,明治の館でハンバーグと蟹クリー

ムコロッケを頂き、次なる輪王寺、東照宮。ガイドの方

に連れられ、世界遺産を堪能しました。鳴き龍は何度聞

いても圧巻でした。

旅行の企画運営に長い時間を費やして下さった大内親

睦委員長はじめ親睦委員会の皆様、参加して下さった会

員の方に御礼申し上げます。

楽しく有意義な二日間あり

がとうございました。
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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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ｹﾞｽﾄ
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米山記念奨学会より、柏南ロータリークラブが、米山奨学生・梁尚文君の世話クラブとして、猫田会

員がカウンセラーとして委嘱状が授与されました。

梁尚文君は、中国出身で、聖徳大学 大学院・人間栄養学部の学生です。

猫田会員とともに、一年間柏南クラブでお世話させていただきます。
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RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅢRLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅢ

4月22日（月）、千葉市民会館にてRLIパートⅢが開催されました。

パートⅢのカリキュラムテーマである「私のロータリーの旅」に基づいてセッションが行われました。

当クラブから、DLとして、大内会員・斎藤会員が、受講者として米谷会員、井畑会員、山口会員が参加

いたしました。

米谷会員と山口会員はパートⅢまでの受講が終了し、修了証が授与されました。
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バスの中でも和気あいあい♪ とても楽しい親睦旅行となりました

大内親睦委員長をはじめ、親睦委員会のみなさまありがとうございました
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親睦旅行 鬼怒川温泉

魚登久ご主人と。

うなぎ、美味しかった～

東武ワールドスクウェアで世界一周の旅 なかなか見応えあります!!

ライン下り

水しぶきをよけながら

鬼怒川の自然を

楽しみました

レトロな雰囲気の中、

美味しいランチ♪

中禅寺湖は遊覧船でのんびりと

華厳の滝

東照宮はガイドの方の

説明を聞きながら拝観

まごころのこもった美味しいお料理をみんなで楽しくいただきました


