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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どうか？
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来月 24 日（金）ガバナー公式訪

ます。さて、ガバナー公式訪問での

問があります。それに先立ち、10
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ＲＣがそれぞれ 10 分ずつ「我がク
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に来会され、公式訪問の練習のため、

ラブの奉仕プロジェクト：クラブの
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第 3 回のクラブ協議会があります。

実績、これからの計画・課題」につ

1. 卓

話 江波戸清貴 会員

中村パスト会長には、前回の第 1

いて発表し、ガバナーから公表を頂
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回のクラブ協議会に関して、本来ど

くというスケジュールになっていま

うあるべきかという風を起して（問

す。10 分という少ない時間で、当

題提起をして）頂きました。ロータ

クラブの奉仕プロジェクトについて

リーの百科事典によると、

説明をするのは困難ですが、どのよ

①会長が委員会のプロジェクト計画

うに発表するか理事会で諮っていき
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の進捗状況に耳を傾ける機会であ

たいと思います。

ること。

さて来る 29 日の柏祭りに関して、

②どうすれば奉仕プロジェクトを効

22 名の参加を頂いております。有

果的にするかについて意見の交換

難うございます。既にご案内の通り、

を奨励する機会とすること。

台風が関東に上陸する可能性があ

③奉仕プロジェクトや活動、会員増

り、300 ～ 500 ミリの雨量が予想

7 月 21 日と 22 日は、竹澤会員

強・退会防止、地区大会や他の会

されています。この件に関して、柏

のお母さんの通夜告別式でした。そ

合への出席などについて、話し合

祭り実行委員会から連絡が入りまし

の際には親睦委員会宇田川会員ほか

いをすること。

た。28 日（土）及び 29 日それぞれ、

受付を対応して頂きました有難うご

④会員の教育の場とすること。そし

前日の 14 時以降に「柏祭り・柏市

ざいました。ある調査によると、人

て、会員の奉仕活動への関心を喚

のホームページ等」で案内がされる

間のストレスとなる出来事の第一位

起すること。

そうです。従って、明日の 14 時以

は配偶者の死、第二位は肉親の死、

当クラブでは、6 回のクラブ協議

降の情報に基づき、ライン等により

そして第三位は自分自身の病気や怪

会が開催されます。1 回ごとのクラ

連絡申し上げますが、詳しくは社会

我だそうです。竹澤会員にはさぞつ

ブ協議会では、上記の 4 つの目的

奉仕委員会の方にお尋ねください。

らい出来事でしょう。お母様のご冥

は果たせませんが、順次目的を果

福をお祈り申し上げます。

たすように努力していきたいと思い
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④地区よりアンケートの依頼・国際奉仕委員会 /2019
年国際大会（ドイツ・ハンブルグ）

① 8 月のロータリーレートは 1 ドル＝ 112 円

⑤榊隆夫会員・地区大会決議委員会委員委嘱の承認につ

②奉仕プロジェクト推進セミナー開催の案内

いて

日時：9 月 16 日（日）13：00 ～
場所：TKP ガーデンシティ千葉
③ RI 第 2790 地区ガバナーエレクト事務所開設の案内
執務時間：10：00 ～ 16：00
場所

：ガバナー事務所と同居

例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

委員会報告
①社会奉仕委員会

宇田川博司

委員長

柏祭り奉仕についての連絡

卓

話

江波戸

清貴

会員

ロークの法則では、人はプラスのストロークで満たされ
ると、自分の中のマイナスストローク（ディスカウント）
を捨て去り、強いてはプラスのストロークが外部に溢れ
だすいうものです。そしてストロークの中でも最も心に
響くものがターゲットストロークと言われます。人生の
中で大変な困難があった時、その人にとって一生忘れら
れないストロークを投げかけることができればどんなに
救われことでしょうか。現在、仕事に働き甲斐がもてず、
人間関係にも悩み、離職や欝などの精神病も大変社会問
題となっております。このような社会で必要なことは、
6 月より入会させていただきました。株式会社ディ
フェンスシステム江波戸清貴と申します。すぐに卓話の

対人関係において、如何にターゲットストロークを意識
して生きていくかだと感じます。

機会を頂き感謝致します。また、入会ご紹介者の江口秀

私は、元広告代理店で、酒席での営業がメインの役割

雄さんにも温かく応援して下さり感謝ばかりです。「江

でもあったことから、今でも周りから「チャライ」と言

波戸」という名前は珍しいとよく言われますが、出身は

われてしまいます。一生懸命、学び、生きているつもり

東京都狛江市です。父親が千葉県匝瑳市（八日市場）の

ですから、そうように言われると実はちょっとショック

出身で、この地域に「江波戸」が沢山おります。千葉産

な部分もありますが、前向きな「チャライ」明るさは、

です。事業は柏市で生命保険・損害保険代理店を経営し

人に与えられる自分の特色でもあると今は思っておりま

ております。保険代理店は、今後、少子高齢化やＡＩ・

す。今後もクラブ等で自分の「チャライ」で精一杯貢献

IOT などの外部環境の変化によってなくなる仕事の一つ

できれば幸いです。

として挙げられております。今後イノベーションをはか

日 本 人 の 死 亡 原 因 は、1 位 ガ ン 約 34 万 人、2 位 心

る中で大切なことは、人との関わり方の重要性だと感じ

臓病

約 18 万人、3 位脳卒中

約 12 万人ですが、番

ておりますので、本日は「ストロークによる人との関わ

外篇として自殺

り方」について話をさせていただきます。

2000 年までは約 28 万人というデータがあります。何

約 2 万人、中絶胎児

約 18 万人→

ストロークというとゴルフなどのスポーツで言われる

とか生きようという命の中で、一方、自殺や中絶胎児が

ワードだと思われますが、今回のストロークは、心理学

こんなに沢山ある現実です。人との関わりにもっと沢山

上の「相手の存在を認める言動の全て」という意味をも

のストロークが飛び交い、ターゲットストロークがあれ

ちます。アメリカ精神科医エリックバーン氏が、TA（ト

ばもっと変わるのではないでしょうか

ラザクショナルアナリシス）という交流分析の中で、ス

人は夢を抱くことで前向きに生きることができ、目の

トロークについて発表しています。ストロークには、挨

前のどんな困難を乗り越えられる原動力となります。折

拶やほほえみかけるなどの肯定的なものと、怒るなどの

角いただいたこの命を、家庭や職場、社会に沢山のスト

否定的な側面があり、人が幸せ・不幸せになる原因は、 ロークを投げかけ、多くの方々に感謝を通じて、これか
ストロークの出し方や、受け取り方だといわれています。 らも前向きに努力していきます。
例えば、過去に「好きな人を振り向かせるためにいたず

このように話す機会をいただいた皆さまに改めて感謝

らをする」
、
「親の関心をひきたくて悪さをしてしまう」 致します。有難うございました。
などこのようなことが過去にあったと思われます。スト

7 月 29 日（日）柏まつり参加

社会奉仕委員会

宇田川

博司

委員長

豪雨が降ったりやんだりの中、１３時に千葉銀行前商店会テントに集合し、１３時３０分から柏市指定のゴミ袋を
３００袋配布しました。

杉原

正幸

新入会員（推薦者

飯合・金本

会員）

ゲスト

東京南ＲＣ

本日のお食事

村上

快史様

本日のお食事

寄付金達成率（７月末現在）
目標額

８月ＲＲ =112 円

達成額 達成率 個人目標

R 財団・基金 1,326,000 126,500

9.5%

$150

R 財団・ポリオ 265,200 253,239 95.5%

$30

		

（内募金箱

18,939）

米山記念奨学会 400,000 150,000 37.5%

これからの例会予定
月日
曜日 例会
8月3日
金 通常
8 月 10 日 金 通常
8 月 17 日 金 任意休会
8 月 24 日 金 合同
8 月 30 日 金 夜間移動

10,000

出席報告

卓話者・他内容
増谷信一会員
クラブ協議会・溜川良次Ｇ補佐

会員数

６８名

欠席者

１４名

長田、影山、ゲイビ、後藤、小林正直、小

橋岡久太郎ガバナー
納涼会

林直人、東海林、杉山、助川、住吉、竹澤、
寺田、廣川、森市

ニコニコＢＯＸありがとう！

出席率

会員

79.41％

★ (^^ ♪
増谷会員

ゲスト

中央学院高校が西千葉大会で優勝致しました、

第 100 回甲子園に行ってきます。応援ありがとうございました。

次回の例会は

8 月 3 日 ( 金 ) 夜間移動例会です。

クラブ会報委員／浅野

肇・住田

みゆき・竹澤

雅彦

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

村上

快史（東京南ＲＣ）

様

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

※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで
※直前の欠席は SAA 安田 (080-5680-5460) まで

