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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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で、農業を諦め都会に仕事を求める

若者が増えました。そこで、ロータ

リーの水プロジェクトの活動で砂防

ダムの建設を始めました。地面に浸

透した雨水がながれださないように

することで農産物の収穫が可能にな

り、また、この水を利用して井戸

の水も確保出来るようになりまし

た。そして、多くの若者が村に戻っ

て来たそうです。そして、２００５

年から２０１７年の間に８２個の砂

防ダムを建設して、これによって、

２５０，０００人を超える地域住民

に恩恵をもたらしました。また、砂

防ダムのお陰で農地が劇的に拡大

し、収入も１００～２００倍になっ

た農家もあるそうです。

　これらのダム建設プロジェクト

は、アメリカ、ロシア、ヨーロッパ

のロータリークラブの寄付で行われ

ているそうです。一つの砂防ダムの

建設費用は約１３３万円です。

　このように、ロータリー財団は、

地元や海外でのプロジェクトや活動

のための補助金を提供する事で、世

界に変化をもたらしています。その

為に我々が出来る年次基金への寄付

を皆さんで積極的に行って社会に貢

献できる活動をしていきましょう。
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①  2018 学年度ロータリー米山記念奨学金　カウンセ

ラー・奨学生・指導教員オリエンテーションの案内

日時：4 月 14 日（土）13：30 ～

場所；船橋グランドホテル

②  2018 年 2 月台湾東部地震についてガバナー会より義

援金の依頼を受け、2790 地区より一括 30 万円を送金

③  4 ／ 22( 日 ) 勝浦ロータリークラブ創立 55 周年記念

式典並びに祝賀会の案内

すので、お酒を飲みながらのお食事

です。楽しみにして頂ければと思い

ます。

　一昨日は、西南クラブのゴルフの

対抗戦が行われました。西クラブが

１６名、南クラブが１５名の計３１

名の多くの参加で天気の良い中、竜

ケ崎カントリークラブで行い、団体

戦は予想道理に西クラブが勝利しま

した。個人成績はとんだ不手際があ

り、成績表が紛失してしまい、私が

チラット成績表を見て覚えていたの

が、優勝の寺田会員と３位の八木さ

んだけでしたので、他の方は、抽選

で賞品をお渡し致しました。参加さ

れた方々、誠に申し訳ありませんで

した。南クラブさんにも迷惑をお

かけしましたが、ロータリーの友情

でお許しをいただきました。パー

ティーも南クラブさんが若い方が多

く入られたので、お酒を交わしなが

らのとても盛り上がった楽しい懇親

会が出来ました。

　今月は、水と衛生月間です。ロー

タリークラブが世界でどのような活

動をしているか、一つ、ご紹介を

したいと思います。インドでは降

水量が不安定な為、農業用水が不

足し、農業では家族を養えないの

　皆様今晩は、本日は第２回のイン

ターゴルフの予定日でしたが、昨年

の１１月に西南クラブのゴルフの対

抗戦を行う予定でしたが、日にちが

合わず一昨日の７日に対抗戦を行な

う事になりました。それなので本日

のインターゴルフは中止とさせてい

ただき、お昼に例会を変更しようと

思いましたが、お昼は予約が入って

いて変更できませんでしたので、年

間計画で予約していました夜間例会

となりました。本日は、夜間例会で

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

第２０３３回夜間例会 (2017.3.9)
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

会長：金子　正　幹事：中嶋　利生

■第 2790 地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2017/

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 中嶋　利生



卓 話 「 M y  R o t a r y 入 会 方 法 」　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　浅野　肇　会員

　公共イメージ委員会委員長の浅野です。なお、今回の

例会の会報は 2000 号記念となります。記念会報の発行

を予定しておりますのでよろしくお願いします。

　今日の卓話テーマは「My Rotary の入会方法」ですが、

そもそも My Rotary とは何か？　これは時間がないので

省略します。そして My Rotary では何ができるのか？　

これまでの寄付の総額とか見れますが、これも時間がな

いので省略します。そして本日の卓話の目的は柏西クラ

ブの My Rotary 会員数を増やすことにあります。現在の

入会率は 13.4%で、目標は 100%ですが、現実的には幽

霊会員が３人おりますので、95.5%が目標になります。

ご協力をお願いします。

　それではお手元の My Rotary 入会マニュアルと個人

データをご覧ください。My Rotary の入会方法には２つ

あります。１つは全て自分で行う方法、この場合は個人

データ票に必要事項を記入し、マニュアルを見て自分で

登録して下さい。もう１つはほとんどをこちらで入力し

て、最後だけ自分で行う方法です。この場合も個人デー

タ票に必要事項を記入し、浅野まで提出して下さい。す

るとメールが送られてきますので、最後の登録のみ自分

で行っていただきます。それではこれから My Rotary の

入会方法を実演します。

・自分で登録する場合→ [1] から

・自分で登録する場合→ [7] から

[1]My Rotary のホームページに行く

　https://my.rotary.org/ja

　yahoo や google 等で「my rotary」で検索

[3] アカウントの登録情報の①姓＋名（ローマ字）と②

メールアドレスを入力して「あなたは１８歳以上で

すか？」に「はい」を選び「続ける」をクリック

[4] ③事業所の市町村名（ローマ字）と④郵便番号を入

力し、I am club member の□にチェックを入れて「続

ける」をクリックする。

[2] 右上の「アカウント登録」をクリック



[5] クラブ名に⑤「Kahiswa Nishi」と入力し、⑥自分の

会員番号を入力し「続ける」をクリックすると入力

は終了です。（右に続く→）

[6] 登録したメールアドレスに確認メールが送られてく

るので確認して下さい。（下に続く↓）

[7] 以下のようなメールが送られてくるので

　アカウントを有効にする

　をクリックして下さい（下に続く↓）

[8] ⑦ログインに使うパスワードを２回入力し、⑧セキュリティ保護用の質問を１つ選択し、⑨答えを入力して

「CREATE ACCOUNT」をクリックする。

[9]「続ける」をクリックして登録は完了です。



次回の例会は 3 月 16 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
※クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

※直前の欠席は SAA 住田みゆき (090-1779-1007) まで
※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで

ゲスト
荒井　孝夫（オブザーバー）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	本人誕生日

　馬場　会員

★	(^^ ♪

　嶋田会員　柏西柏南ＲＣ親睦ゴルフ大会集計ミスごめんなさい

誕生日おめでとうございます！ オブザーバー　荒井　孝夫　様

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１６名

長田、影山、ゲイビ、後藤、小林太時、小

林正直、小林直人、東海林、杉山、竹澤、

助川、升谷、松本隆一郎、水留、山崎、横

田　　　　　　　　　　　　　　　　会員

出席率　76.12％

会員数

欠席者


