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四つのテスト

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？
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1. 点　　鐘　金子　正　会長

会 長 挨 拶
　　　　会長　金子　正

たらして」います。ロータリーに参
加すればするほど、私たち一人ひと
りにも変化がもたらされます。ロー
タリーは私たちに、もっと良い人間
となり、もっと意欲的に、高い目標
に向かって努力し毎日の生活に「超
我の奉仕」を取り入れましょうと述
べられています。
　また、今後のクラブのサポートに
ついては、この１年間にオンライン
ツールが大幅に改善されます。たと
えば、Rotay.org は一新され、ロー
タリー財団への補助金申請手続きが
シンプルになり、MyROTARY の使
い勝手がよくなり、ロータリークラ
ブ・セントラルの構成が変わります。
また、クラブの強化にあたって特に
大きな課題は、会員の男女のバラン
スと平均年齢の二つです。今後も強
いクラブであり続けるには、地域社
会を映し出すような会員構成とし、
次世代のために知識豊富なリーダー
を育成し続ける事が必要だと述べて
います。
　今日はこの後、第一回クラブ協議
会があります。五常任委員長の皆さ
ん発表を宜しくお願い致します。
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①   ポリオプラス基金に 1,500 ドル以上の寄付に対して、
感謝状を頂きました

② R 財団の寄付に対し、認証品の送付
　榎本洋史会員：マルチプル PHF7 回目
　松本ユミ会員：マルチプル PHF6 回目
③千葉北 RC 創立 20 周年記念事業の案内
　『生涯ドライバーを目指して！』
④米山記念奨学委員長セミナーの案内
　日時：8 月 26 日 ( 土 )　13：30 ～ 16：30
　場所：千葉商工会議所大ホール　14F

⑤他クラブ例会変更のお知らせ
　我孫子 RC：8/1( 火）姉妹クラブ　アラモアナ RC 周年記念式典へ
　8/15( 火 )　休会
柏 RC：8/16( 水）任意休会
　8/23( 水 )　移動例会（BBQ）18:30 ～オークビレッジ柏の葉
⑥馬場前会長に寄せ書きの贈呈
⑦山田篤志会員の入会認証

より、ウガンダでは２９年間で、ク
ラブ数を９クラブから 89 クラブに
まで増やした実績の持ち主です。昨
年、会長に選出された際、オオリ氏
は次のように語っています。「相互
の責任とお互いを思いやる心という
潜在的な価値観と中核的な信条を土
台とするロータリーは、私の人生そ
のものとなりました。ロータリーを
通して誰かにの生活をよりよくする
事ができ、大きな満足感を覚えます」
と述べられました。また、このよう
に勤勉なロータリアンであったオオ
リ氏を忘れないでほしいとイアン・
ライズリー会長は話しています。本
当に素晴らしい方を亡くされ残念で
す。
　イアン・ライズリー RI 会長が今
月 の MyROTARY で 述 べ ら れ た 事
は、ロータリーに入会する理由は、
ロータリアンの数だけあります。も
しかしたらもっと多いかもしれませ
ん。しかし、私たちはそれぞれ、入
会してから生活の中で何かが変わっ
たと感じるからこそ、ロータリーに
とどまっているのでしょう。ロータ
リーを通じて私たちは、「変化をも

　皆さんこんにちは。今日はまず始
めに悲しい報告をさせて頂きます。
国際ロータリー会長エレクトのサ
ム・F・オオリ氏が手術の受けた合
併症により逝去されました。ご冥福
をお祈りしたいと思います。
　オオリ氏は 38 年間、ウガンダの
カンバラロータリークラブの会員で
した。オオリ氏のリーダーシップに
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第 １ 回 ク ラ ブ 協 議 会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　司会　中嶋　利生　幹事　

クラブ管理運営兼戦略計画委員会　委員長　髙田　住男

　１７－１８年度柏西ＲＣの金子会長の基本方針は、Ｒ

I 会長の今年のテーマである「変化をもたらす」ために

①クラブ例会を活性化すること。

②多くの会員が参加し盛り上がる行事を計画すること。

③会員増強は、女性会員を増やすこと。

　その結果として、奉仕を通じて人々の人生に変化をも

たらすこと。そして「魅力ある楽しいクラブづくり」を

目指すことと聞いています。

　これら基本方針に最も多く関係する委員会が、当クラ

ブ管理運営委員会であります。当委員会は、プログラム

委員会（飯合委員長）、親睦活動委員会（松本委員長）、

出席委員会（柳委員長）そして研修委員会（馬場委員長）

で構成されています。

（１）プログラム委員会について

　奉仕プロジェクト委員会・会員増強委員会等、事業計

画が実行しやすいようにプログラムに織り込むなど協力

すると同時に、会員卓話が予定されていない例会の外部

卓話者を招聘し、例会の活性化を図る予定であります。

（２）親睦活動委員会について

　例会・インターゴルフ、そして職業奉仕委員会が計画

しているイラン文化を体験する職場見学など他の委員会

の活動を通じて親睦を図ると同時に、会員同士の絆を深

め、かつ、奉仕活動が一層深まる親睦活動を推進してい

く予定であります。

（３）出席委員会について

　ロータリーの基本は「例会に出席すること」をスロー

ガンに、出席向上を図るよう努力する予定です。

（４）研修委員会について

　ロータリー理念をしっかり理解し、人間性豊かなロー

タリーアンを磨きあげるための研修を計画している。そ

のために　今年度は特に次の研修会を予定しています。

①上期、下期各１回の合同研修会の開催。

② 入会５年未満の会員とのミニ研修会の開催（第２週目

の例会終了後）

　当委員会はこのように金子会長の方針に従って、事業

計画を進めていきますが、会員の皆様のご理解とご協力

がなければ、目標を達しえない事業計画ばかりでありま

す。どうぞよろしくご支援頂けるようお願い申し上げま

す。

奉仕プロジェクト委員会　委員長　岡島　昭信

　奉仕プロジェクト委員会は職業奉仕、社会奉仕、青少

年奉仕、国際奉仕の４つの小委員会で校正されておりま

す。

　今年度のＲＩのテーマは「ロータリー：変化をもたら

す」と掲げております。これはロータリーの奉仕の理念

を実践することにより、人々の人生により良い変化を

もたらされるということで、これはＲＩ会長のイアン・

HS・ライズリー会長がロータリーとは「どのような団

体か」ではなく「何をしているか」と定義されているこ

とから、より実践的な奉仕プロジェクトに取り組む姿勢

を明確にしております。当委員会としては金子会長の「魅

力ある楽しいクラブづくり」という方針に基づき各小委

員長と連携を図りながら、奉仕活動の目標を達成できる

よう、またより良い変化をもたらせるよう努めて参りた

いと思いますので皆様のご協力を宜しくお願いいたしま

す。

　職業泰仕委員会は、金子会長の目標の「魅力のある楽

しいクラブづくり」を念頭に置き、職業奉仕の原点で有

る事業及び専門職務の水準を高め、あらゆる職業に携わ

る中で職業の理念を実践していくという目的を持つもの

であります。その第 1 弾が、クラブ活動計書にも記載を

して有る通り、１１月２４日の職場見学会ですこの職場

見学会は、ゲイビ・アデルさんが生まれ育った国「イラ

ン」を少しでも会員の皆様に触れて頂こうと思い企画を

させて頂きました。

　内容としましては、まず最初に日本の伝統文化の「江



戸東京博物館」の見学から始まり、次に普段なかなか見

る事の出来ない「イラン大使館」の訪問見学をさせて頂

き、最後に東京から茨城県つくば市へ向かい、イランの

伝統な料理をベリーダンスを見ながら食べて頂く予定で

す。この日の、職場見学会は一日で日本伝統とイラン伝

統の両方を一度に体験して頂こうと準備を進めておりま

す。どうぞ会員の皆様、楽しみにしていて下さい。

　社会奉仕委員会の活動予定としましては以下の通りと

なります。いよいよ新年度に入り、金子会長、中嶋幹事

のもと、我々社会奉仕委員会も清新な気持ちで地域活動

に関わってまいりたいと考えております。

7 月 30 日 柏まつり参加 ごみ袋配布
9 月 献血キャンペーン参加
10 月 29 日 手賀沼エコマラソン参加 バナナ配布
11 月 大堀川清掃 柏市役所と協力
12 月 つくし野幼稚園訪問 餅つき大会
2 月 やわた苑訪問 タオル寄贈予定
4 月 マザーズガーデン訪問
5/6 月 ゴミゼロ運動参加 柏市役所と協力

　青少年奉仕委員会 (RYLA) の活動予定ですが、当委員

会では下期には各分野のリーダーシップ育成のため毎年

１泊２日で共同生活を行っていますが、上期につきまし

ては特に活動予定はございまぜん。本年度をもよろしく

お願い申し上げます。

　国際奉仕（姉妹クラブ）委員会の上期計画ですが、台

中港 RC との姉妹クラブ締結日は 1981 年（昭和 55 年）

2 月 22 日、故染谷正三会員が会長の時でした。36 年 5 ヶ

月経ちました。長きに渡って日台間の親善・文化交流等

を深めて参りましたが、ここ十数年は周年行事の交流が

原則になっていました。年数を経て締結当時の会員の顔

ぶれも大分変わり、交流そのものも形骸化している状

況にあることを考え、会長の意向もあり双方同意の上、

一度見直しを考えたいと思っています。当クラブでは

2013-14 年度ごろから、事業の見直し、親善のあり方の

検討を考えていたようですが、今年度は本格的に取り組

み、そのための準備の年度にしたいと思っています。上

期ではその足がかりをつけたいものと思っております。

　今年度の会長にある「魅力ある楽しいクラブつくり」

と、変化をもたらす「魅力ある人づくり」を目指してい

きます。その為にも魅力ある新入会員を増やしていきま

す。また、女性会員をより多く増やす事で活気あふれる

柏西ロータリークラブの活動を展開していきます。

　そして、会員増強・職業分類委員会、宇田川委員長と

金本副委員長、日暮委員、鈴木子郎委員と協力して、委

員会の目標である、会員バランスを考えた、年齢構成と

女性会員を増やす会員増強に努力します、また、退会防

止にも努力していきます。例会に未入会者をお誘いし、

楽しい柏西ロータリ―クラブの雰囲気と素晴らしい仲間

と出会える機会としたいものです。

　どうぞ、今年一年間、会員皆様の協力をお願いします。

公共イメージ委員会　委員長　浅野　肇

　まずクラブ会報委員会としてご報告する事は、これま

で週報の作成は長年東海林さんに担当して頂いていたの

ですが、多忙につき、今年の初めから私が引き継ぎまし

た。見ての通り文字サイズも大きくなり、非常に見やす

くなったと思います。また、昨年は全員に紙で週報をお

配りしたのですが、思った以上に閲覧されずに捨てられ

てしまうようですので、今年からは再び希望者にメール

で配布する事になりました。先週よりアンケートをお配

りしていますので、メールでの希望者はメールアドレス

をご記入頂ければと思います。

　続いて IT 雑誌広報委員会ですが、前年より行ってい

る活動は週報の作成、フェイスブックの書き込みとなっ

ています。今年新しく始める事は、まずは週報とフェイ

スブックの作業をマニュアル化し、委員であれば誰でも

簡単に作業を行えるようにしたいと思います。また、マ

イロータリーの会員登録の増強に務めたいと思います。

ここでマイロータリーのとは何かを説明をしますと、会

員が登録することにより、ロータリーの活動や地区・ク

ラブ運営に必要な情報やデータを随時入手できる便利な

システムです。ただこのマイロータリーなんですが、先

程会長も仰った通り、改善と称して外見やログイン方法、

いわゆるＵＩが頻繁に変化し、また、その頻繁に変化す会員増強委員会　委員長　江口　秀雄



る操作方法が常にわかりづらいという、非常に使いづら

いツールになっております。ですので卓話でログイン方

法の説明を行って、週報にその内容を掲載し、あるいは

例会の受付で私が一緒に登録するようにしたいと思いま

す。

　最後に事務連絡になりますが、最近ここ数年で入会し

た会員の方も増えまして、顔と名前が一致しない方も増

えて参りましたので、会員の顔写真を撮影して週報に掲

載したいと思います。先々週と先週で５０名の撮影を済

ませて、幽霊会員を除けば残りは１０名以下ですので、

ご協力をお願いします。

ロータリー財団委員会　委員長　水野　晋治

　当委員会は小委員会として助川委員長の基金員会、鈴

木健吾委員長のポリオ・プラス委員会の二つの委員会で

構成されております。

　上期としては 10 月 20 日に助川委員長に基金について

の卓話、翌週 27 日には鈴木健吾委員長にポリオについ

ての卓話をお願いし、財団月間である 11 月 10 日は私が

月間にちなんだ卓話をさせていただきます。

　続いて寄付についてですが、まず最初に昨年度の当ク

ラブの寄付実績についてご報告致します。当クラブの年

次基金寄付の実績は目標額 9,450 ドルに対し 36％増の

12,850 ドルでした。これは地区の目標額一人あたり 150

ドルを大きく上回る 210，66 ドルとなり、地区内で 1 人

当たりの寄付額順で 6 番目という結果でした。また、年

次基金の寄付総額順でも 5 番目と大変喜ばしい結果でし

た。前年度財団委員長のご努力とご寄付いただいた皆様

のご協力の賜物ではないかと思います。

　しかしながら当クラブには毎年一人 1,000 ドル以上を

ご寄付されることを約束された方だけが入れるポール・

ハリス・ソサエティにご入会されている会員が地区最大

の 11 名おられます。この PHS 会員の方々は昨年度もそ

の責務を果たされましたので、その分を差し引くと 3,850

ドル (2 名はポリオプラス基金へ寄付 ) という結果にな

り、残り 50 名で割ると一人あたり約 77 ドルという結果

になります。これは地区内で 59 番という結果に相当し

ます。

　ロータリー財団への寄付はシェアシステムによって寄

付額の 50％が 3 年後地区財団活動資金として地区に戻っ

てきます。その中から昨年度大堀川にベンチを寄贈する

際に活用した「地区補助金」などに割り当てられます。

これら補助金活用のシステムを「シェアシステム」と言

います。このシェアシステムの「シェア」という言葉に

は「分け合う」という意味がある反面「負担し合う」と

いう意味もございます。みんなで負担し合って、分け合

うという事です。どうかこの事を今一度ご理解いただき、

当地区及びクラブの目標でもある毎年一人あたり 150 ド

ルのご寄付のご協力をお願いします（今月のロータリー

レートで計算すると日本円で 16,650 円です）。

　「ロータリーの最優先事項」であるポリオ撲滅のため

の資金ポリオプラスへは毎年一人 30 ドルが目標です。

こちらもポリオデーである 10 月 24 日前後を中心にご寄

付の依頼をさせていただきます。この目標に何とか近づ

くよう卓話や例会時の委員会報告等を活用し繰り返しお

願いしていきたいと思います。

　年次基金への寄付額上位 3 クラブは地区より表彰され

ます。皆様のご理解とご協力をいただきあと少しで上位

3 クラブに入れるところまで来ています。何卒ご協力の

程お願い致します。

ロータリー米山記念奨学会　委員長　湯浅　千晶

　今年はお世話をする留学生はおりませんので皆様に、

お１人１万円以上のご寄付だけをお願いいたします。

　勉強会での米山梅吉氏の生い立ちのビデオが良かった

です。皆様にも見ていただきたいと考えております。

 　私の子供が、日大理工学部と経済学部に通っていま

す。クラスに留学生が沢山来ています。中国、韓国、イ

ンドネシア、ベトナム。皆優秀で、最低３ヶ国語堪能で、

日本人の子供はのんびりしていて心配です。日本の子も

頑張れ！　うちの子の学費は私が稼ぎます。出せない家

庭の子供の為に、宜しくお願いします。



次回の例会は 7 月 28 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／東海林　康之・齋藤　敏文　吉野　一實

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。

　クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

出席報告

　　　　　　　６４名

　　　　　　　１４名

長田、影山、勝田、後藤、小林正直、小溝、

杉山、助川、塚本、松本ユミ、廣川、森市、

山崎、横田　　　　　　　　　　　　会員

出席率　78.13％

会員数

欠席者

ニコニコＢＯＸありがとう！
今週はありません

前会長幹事に寄せ書きの贈呈

社会奉仕委員会報告「柏まつりについて」中村靖委員長 本日のお食事

山田　篤志　新入会員（推薦者　嶋田　英明　会員）

ポリオ寄付金に対する感謝状

R 財団寄付　マルチプル PHF7 回目　榎本洋史　会員



ロータリアンの行動規範

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、若い人びとを導き、特別なニーズを 
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

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。


