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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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会 長 挨 拶
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は恐ろしい予測が書かれています。

２０２０年には女性の半数が５０歳

を超える。２０２３年には企業の人

件費はピークを迎える。２０２４年

全国民の３人に１人は６５歳以上・

社会保障費が膨らむ。２０２７年輸

血用血液が不足。２０３３年３戸に

１戸が空き家に。２０３９年火葬場

が不足。２０４０年自治体の半数が

消滅。・・・と。そのようなことが

起きることが予想されるとき、ロー

タリーはどのように進んでいくべき

でしょうか。今までの当クラブの奉

仕活動は素晴らしく、間違っていな

いと感じますが、これを永久に続け

ることについて、ここで立ち止まっ

て考えてみたいと思うわけです。会

員の皆様には、盆休み時間がありま

したら一読されることをお勧めしま

す。

　本日の具体的進め方に関しては、

クラブ協議会にて齋藤幹事に説明を

させて頂きますのでよろしくお願い

致します。また、ご意見がございま

したら、お願い致します。
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　本日のガバナー補佐・幹事さん

の訪問は、ガバナー公式訪問の前

に、当柏西ＲＣがクラブ協議会でど

のような内容の協議をするか、ガバ

ナー補佐からガバナーに報告し、ガ

バナーが本番に備えるということが

一つの目的ではないかと思料致しま

す。間違いでしたら、後で教えて頂

ければと思います。また、どのよう

に本番のクラブ協議会を進行してく

のか、我孫子ＲＣ会長・幹事さんと

齋藤幹事と共に打ち合せをさせて頂

きましたが、当クラブのクラブ協議

会の時間配分は、2 年前の馬場会長

年度（その年度も我孫子 RC と合同

の協議会）と同様にさせて頂いてく

ことになりました。今日柏西ＲＣの

協議会テーマですが、ガバナー補佐

のご指導に基づき奉仕プロジェクト

に限って協議をお願いすることにし

ました。

　さて、今書店でのベストセラーと

言われている本があります。それ

は、「未来の年表」（河合雅司著、産

経新聞社論説委員、講談社現代新書

版）です。中身は、見方によって

　皆様こんにちは。本日はガバナー

公式訪問 2 週間前のガバナー補佐

来会による第 2 回クラブ協議会を

開催させて頂きます。

第２０５２回通常例会 (2018.8.10)
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

2018-2019 年度　会長：髙田　住男　幹事：齋藤　敏文

■第 2790 地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.p/2018/

①  米山記念奨学会への寄付に対して、感謝状の送付

　鈴木子郎会員：第 6 回米山功労者

　鈴木桂三会員：第 8 回米山功労者

② 8 月 9 日直前ガバナー事務所閉鎖のお知らせ　　　

③ロータリーカード作成、及び推進の依頼

④ 米山記念奨学会学友会「ロータリーデー BBQ 大会

2018 の案内

　日時：9 月 1 日（土）14：00 ～

　場所：千葉県立幕張海浜公園 BBQ ガーデン

　参加費：ロータリアン 5,000 円 / 奨学生 2,000 円

⑤例会変更のお知らせ

　我孫子 RC：8/14( 火 ) 休会

　8/21( 火 ) は 8/24( 金）ガバナー公式訪問へ変更

　8/28( 火 ) は 8/25( 土 )「あびこかっぱまつり」へ変更

①地区財団委員会　水野晋次　統括副委員長

　ロータリーカード作成、及び推進の依頼

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 齋藤　敏文

委 員 会 報 告

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

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

※�点鐘後第２回クラブ協議会を開催

しましたが、内容が 8 月 24 日に

行われるガバナー公式訪問の予行

練習であるため、発表内容は 8月

24 日の会報に掲載します。



卓 　 話   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　第 11 グループガバナー補佐　溜川　良次　様

　柏ロータリーの溜川と申します。今回橋岡ガバナーの
意向で、分区と長年親しんできた言葉がグループに変わ
りました。ガバナーのお話ですと、全国的に、あるい
は世界のスタンダードに近づけるとグループというのが
適当であろうということで、採用された旨伺っており
ます。従いまして私ども第 10 分区という名前に親しみ
を持っていますが、11 グループということになりまし
た。ご承知の通り千葉に 2 つの分区がありましたので、
それを通し番号にすると一番繰り下がって我々は 10 か
ら 11 になったと言うことでございます。何にしまして
も一番と着くのは気持ちのいいものでございますので、
11 ということで新しくこの数字に親しもうと個人的に
思っております。
　今日は貴重なお時間をいただきまして、私の今日の話
では、今の会員さんの中には、私の良いところ悪いとこ
ろ随分とご承知おきの方が多いと思うものですから、私
はとても緊張して今日を迎えております。知った人が多
いというのは緊張しないのかなというのは真逆でござい
まして、正体がバレていますから格好の良いことを言い
ましても話になりません。幸い私は性格が性格で、物事
を結構はっきりしてる人間ですので、これまでも多々ご
迷惑をかけてきたと思いますが、その所を差し引かれて
今日耳を貸していただけたらと思います。
　今日の話というのは、ガバナー公式訪問の前の私ども
の訪問ということになりまして、ガバナー公式訪問の趣
旨をきちっと皆様にお伝えするというのが大事な役割と
なっております。私が勝手におもしろおかしい話をする
わけにもまいりませんので、その点まずご承知おきいた
だければと思います。面白おかしい話をしろと言われれ
ば 1 時間でも 2 時間でも好きな人間でやらせて頂きま
すが、今日はちょっとそういう時間もございませんので、
お許しいただきたいと思います。
　まず冒頭に話を始める前に、前置きが長くなりますが、
寺嶋ガバナー年度におきましては大変お世話になりまし
た。特に柏西クラブの皆様は、勢力も大きくございます
し、柏クラブ・柏西クラブという非常に親しい、地域的
にも重なるところが多々ございます。色々な所で顔を合

わせるメンバーが多くいらっしゃるクラブでございまし
て、その点まず私は柏クラブの会長ということで、寺嶋
年度を務めたものですから改めて御礼を申し上げます。
本当にありがとうございました。
　先程緊張すると申し上げましたが、当クラブには中村
パストガバナーがいらっしゃいますので、私がガバナー
公式訪問の前の務めを無事に果たせるかどうか危ういと
ころですが、ちゃんとしたアドバイザーもいらっしゃい
ますので、中村パストにおかれては私が違うことを言い
ましたら、それは違うなと言っていただければそこで訂
正をさせていただきたいと思っております。また私はこ
う考えますということがあれば、私は実直に申し上げま
すので、その点ももしあればあったできちっと皆様の前
で話をしていこうと思っております。ただグラブ内にア
ドバイザーがいるというのはとても羨ましい限りでござ
いまして、私ども寺嶋さんがパストということになりま
したので、とても良い環境ではありますが、なかなか表
面切ってどうのこうのという場はあるかどうかわかりま
せんので、西さんの場合は中村パストはロータリーの造
詣も深く、ご意見もきちっと持ってる方ですので、その
点では非常に西クラブは恵まれているのではないかと思
われます。
　さて、そういう緊張感の中で私がお伝えするのは間
違ってはいけませんから、いくらか虎の巻を持ってきて
おります。それは事務所から配られました、要するにガ
バナー補佐は何をやるんだというような事柄が書かれた
虎の巻がございます。そこでガバナー公式訪問とは何な
のかということが書かれておりますので、そこのところ
は棒読みさせていただきます。まず、本来の訪問の意味
は、地区ガバナーがクラブを訪問し、国際ロータリーの
情報をお伝えし、各グループや個々のクラブの活動状況
を把握し、これを国際ロータリーに報告すると、まずこ
こで文節が切れるわけですね。そして共に、ゾーン、あ
るいはその国でクラブの円滑な塊の中で、クラブの活性
化や地区の円滑な運営に向けて、様々な取り組みや研究
をする際に情報交換を行うための大切な訪問なのです、
と、こう書かれております。要するに平たく申し上げれ
ば、各クラブにある RI の話をされたり、当然 RI 会長さ
んの真意というのはここにあると言うことをお話しされ
たり、あと各グループ、あるいは個々のクラブがこんな
活動をしています、と言うことを RI に伝えたり、ある
いは当然、クラブの活動がさらに充実されるように、あ
るいは展開しやすいようにガバナーという立場で色々な
力添えをする、というようなものであろうと理解できる
ところです。そういう中で、2 週間程度前にガバナー補
佐は行くのだと言うことになっていますが、これは単な
る挨拶の場ではなくて、そういうことをきちっともう 1
回、西クラブの皆さんもとっくに分かってることですが、



それをもう 1 回再認識しようということで伺うという
ことです。また当然役務の名称から言ってもガバナー補
佐と言いますから、ガバナーを支えていくという立場を
背負っておりますので、橋岡ガバナーの意向をきちっと
私としてもお伝えしたり、あるいはもし曲解や誤解があ
れば、それはこういうことではないかということお話す
ると言うことが、ガバナーは頻繁に各クラブを回れませ
んので、それをさせていただくというのが私の務めであ
ろうと思っております。
　そこで今回ラシン RI 会長のことについては、ガバナー
から直接話を伺った方が良いかと思いますが、色々と活
動計画書の冒頭にも会長のお話がのっておりますが、こ
れ今回非常に難解ですね。それでこちらの報告書にも委
員長のお話が書いてありました。これをどう考えていこ
うかと言うことを率直に書かれていたことを記憶してい
ますが、ただインスピレーションという言葉は、英語を
よく分からない私が言うので不確かなところがあります
が、得意な方がいらしたらご訂正いただきたいのですが、
アメリカの人たちはインスピレーションというのを気楽
に使うんですね。それで日常的にいろんな場面でインス
ピレーションを使う場面が多いと僕は思っております。
例えば我孫子でもお話ししたんですが、ビューティフル
という言葉が出てくると、我々直感的に美しいというこ
とで、綺麗な女性を考えてしまったり、美しい何かを思
い浮かべるということが普通ではないかと思いますが、
ところが皆さんご承知の通り、何かご飯を食べて、何か
美味しいものを食べた人がビューティフルと使ったりし
ます。これは我々の言葉で言うと美味しいというわけで
す。美しいと美味しいと言うのは文字面から言えば全然
違うわけでして、インスピレーションというのはそれぐ
らい非常に多様な使われ方をする言葉だと思います。た
だ問題なのが、be the inspiration ということで、定冠
詞がついているということで、日本語に訳す時、ロータ
リーの役割を背負った人たちが、インスピレーションが
多様すぎて意訳できなかったんでしょうね。だからイン
スピレーションになろう、となったわけでありまして、
定冠詞がついているということから言っても、インスピ
レーションというものをひとつの曖昧なものではなく
て、大きな塊として捉えてるということは言えると思う
んですが、それにしても中身がかなり多様性に富んでい
ると。それこそ齋藤幹事は音楽が詳しいから、私、高校
ぐらいの時代に、アメリカのロックバンドでシカゴとい
うグループが流行った時代があるんですけど、シカゴの
歌に be the inspiration というのがあるんですね。その
流れから見ると、なんてことのない感じがします。何か
のきっかけの時にサッと使うみたいな、閃いたとか第六
感だとか、いろんな辞書を引けば出てきますけれども、
その点では異常に柔軟性のある言葉なので、要は髙田会
長さんもしっかりご自身で訳されていたですね、きちっ
と捕らえていらっしゃるなと思っておりますけれど。要
は何かのきっかけというか、我々の頭に何か浮かんだひ

とつのエネルギー、何か行動するための一つのエネル
ギーを出して、そして何かをやろうじゃないかというよ
うな、火山のマグマみたいな部分を、ロータリーはそこ
から始まるんだと、これは皆さんもそうだと思います。
ロータリアンの皆さんはそれぞれの事業をしっかりと回
している方でいらっしゃいまして、そういう方は必ず心
のマグマを持っているわけです。マグマは持っているだ
けではしょうがなくて、やはり噴火させて目に見えるも
のにしなければならないわけです。そして噴火したのは
いいけれど、噴火したものが人様の迷惑になるのではな
く、役に立つ噴火の仕方をしようじゃないか、というの
がロータリーであろうと思うんですが、じゅくじゅくと
したマグマ、あるいはマグマ以前の物を、もう 1 回認
識しようというようなぐらいのことでいいと思います。
そしてそれをしっかり膨らませて、充実させて、そして
秘めておくのではなくて、みんな出そうよと、そしてそ
れが社会のため、社会を動かすひとつの原動力になろう
ではないかと、また、ロータリアンの人たちはそれがで
きる人だよと、こういうことをラシン会長は言っている
わけです。それができるんだと。ところが残念ながら、
ロータリアンの皆さんの中にはロータリーの本当の楽し
さだとか、ロータリーの材料を持っているとか、こんな
やり方があるんだとかいうことを、ちょっと知らなすぎ
るかもしれません。だからそういうことはみんなで学び
ましょうよと、そしてそれをまたロータリーに触れてな
い方達にも示して行こうと、そういうようなことだろう
というように、私は捉えております。その意味ではとて
も情熱的と言うか、RI の会長さんだなと思っておりま
す。とても素晴らしい会長を配したのではないでしょう
か。
　そして、それを受けた橋岡ガバナーが、またさらにそ
れをガバナーとしての意味合いをつけているわけです。
橋岡ガバナーはとても温和な方に見受けられます。これ
まで何回か、5 ～ 6 回でしょうか、補佐や地区の委員長
さんとの会議などで触れておりますけれども、大変いつ
も腰の低い、そして穏やかな、人と争うと言ったことは
あまり望まないと言いますか、もともとそういうキャラ
クターに拝見をしております。しかしながら、ご承知の
通り能という世界にいる方で、極めてロータリアンであ
り、ガバナーになられると言うような、職業的な色合い
から言いますと、ユニークな部分ですね。私どもはその
ユニークな職業を持っている橋岡ガバナーから学ぶもの
がきっとあるのではないかと、私自身は捉えたいと思っ
ております。温和であり、融和的なということは、ある
意味、捉えどころがないと言えるかもしれませんし、何
かどっちなんだろうなと、あるいはガバナーのお考えは
どっちなんだろうと、私は短気な性格なもので白黒はっ
きりしたものが好きな性格なんですが、そういうことか
ら言うとやや物足りなさは正直言って感じます。しかし
ながらそれは、やはり友情を深めようと言う、ロータリー
の根幹的な部分を身をもって身につけているというか、



そういう方と理解をしていけばよろしいかなと自分では
解釈しておりまして、なおかつ伝統といったものを自ら
やって来たものを、しっかり地区の方針として打ち出さ
れています。その伝統といったものの捉え方ですが、こ
うも言われています。要は伝統は守らなければいけない
けれども、ただそこに居座っているだけではならないと
いうことも述べているわけです。これは寺嶋ガバナー年
度の時の地区方針で出された、理念と実践にも繋がって
いく話なんですが、要は良いものは温故知新の世界です。
良いものは続けて行こうと、しかしながらそれを変えて
行ったり、必要に応じて何かを変化させたりすることに
ついて、横着ではいけないと言う、なおかつ臆病であっ
てはいけないと言うようなことであると思います。そし
てその未来という中をどう捉えるかと言うと、やはり
ロータリーの可能性といったものをもっと我々が認識し
ている以上の認識を持って、可能性を膨らませて頂きた
いと、皆さんはそれだけのお力があるんだと言うことで、
そのためには会員を増やすのもひとつでしょうという話
になっていくわけです。そして尚且つそのロータリーを
学び、そして RI が推奨している目標としている色々な
事柄についても積極的に関わって下さいというようなこ
とを具体的に述べておられるというのが、橋岡ガバナー
の今回の地区の方針であろうと思っております。こう
いったものが既に文章化されて頂いておりますこの活動

計画書にもしっかり掲載されておりますので、何回も何
回も読み砕いていただければ私なりの解釈していること
が正しいかどうかを含めまして、皆様の中で料理される
ことであろうと思われますので、そこに最終的にはお任
せしたいところですが、そういうガバナーが橋岡ガバ
ナーでいらっしゃると言うように、まずはご披露させて
いただきます。従いまして、ガバナー公式訪問されまし
たら、是非皆さんお近づきになっていただきまして、そ
ういう人格と言うかパーソナリティに触れていただきた
いですし、また今年度のガバナーがやりたいという方向
を出してるのについて、皆さん力のあるクラブでござい
ますので、それに沿って一働き頑張ろうという気持ちを
その時に強くしていただければなと思うわけでございま
す。是非そのような時間にしていただければと思います。
どうぞ皆さん、公式訪問におかれましては、そのような
橋岡ガバナーに触れていただき、そして親しみをもって
お迎えいただければと、何も緊張することはございませ
ん。ある意味私なんかよりよっぽど、融和的な溶け込み
やすい人格の方ですので、優しくお迎えいただければと
思います。
　それでは時間がまいりました。中途半端なお話になっ
たかもしれませんが、お許しいただきまして、今日のお
話しさせていただきます。ありがとうございました。
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　大変充実したご意見が多数出ております。と言うか報
告がですね、素晴らしいものなので、いくらか生意気に
触れさせてください。
　西クラブたいしたものですね。今一つ一つ取り上げる
時間はないと思いますが、もっともっと取り上げなけれ
ばいけない報告が出ているのに、私がいくつか抜粋をさ
せていただきますが、まずその点お詫び申し上げます。
まず中嶋奉仕プロジェクト委員長さんと、前国際奉仕
の松本委員長のお話から。費用対効果といったものをき
ちっと捉えてお考えになっていることが、まず一つ指摘
できると思います。とても大事な観点でありまして、そ
して社会奉仕の絡みでも、先ほど中嶋委員長、それから
宇田川委員長からもありましたが、柏市など現実に、髙
田会長さんの奉仕している団体が数多あると言うことを
引用されまして、その中でどういう方針があるべきか、
どういう団体がどんなことで頑張っていて、では我々
ロータリーは何をするのかという視点が、とてもよく彫
り込まれていると思います。
　それでお子さんのことにつきましても、子どもの貧困
と言ったもので宇田川委員長から具体的にありました
が、実は中村パストの専門ですけれども、私も実はちょっ
と勉強してきました。手続き要覧を少し眺めてきました
けれども、ロータリークラブの奉仕活動は、なるべく現
存の機関に協力する形で行うことが好ましいだろうとい

うことがあります。あるいは色々な団体がいろいろなこ
とをやっているものを取り上げてはいけないという、あ
るいは真似してもいけないという、要は我々が我々の目
で、言わば隙間になっているとか、どこも取り上げられ
ていないような事柄をやるといったことを、しっかり基
本理念として声明が出されているわけであります。その
ような観点でいまご報告いただいたところは、そういっ
たことを意識されていらっしゃるなと思いました。理屈
ではなくて感覚としてお持ちなのかなと思いました。や
はり事業をやってらっしゃる方の、少なくともそういう
感覚というのは持ち合わせているものなのですけれど
も、ズバリロータリークラブとしての RI としても声明
を出しているようなものに、きちっとなぞらえていると
いうところが、実は感心させていただきました。
　そのことで言うと、子どもの貧困そのものについて言
うならば、南クラブさんが前年度、中嶋さんが幹事をさ
れて、金子さんが会長の時の、前年度において、南クラ
ブさんが大変試行錯誤されて、子どもの貧困について取
り上げて実践活動されました。ひとつの結論を出してい
ます。是非、小林前会長さん、幹事さんも小林さんとい
いますが、是非伺ってみると同じ苦労をしなくて済むの
ではないかと、そこのところは南クラブさんのトライを
階段にして、ステップアップできるのではないかと思い
ました。また柏市には子育て支援課と言う課もございま



して、そういうところとのタイアップと言いますか、さ
まざまのことを聞くと言ったことを、柏市の社会福祉協
議会と同様に、とてもよろしいのではないかと思いまし
た。
　さて国際奉仕について、非常に前向きな見直しといっ
たものがクラブから出されて、会長さんとの考え方も
あってですね、これだけ 40 年にならんとする伝統と言
いますか、引き継がれてきたものを見直そうではないか
と言う、まずその意見が出てそれをみんなで話し合うと
言う姿に、すごいですね、これ普通、触れたくないよう
な部分、まあ去年までやってるんだからいいでしょうみ
たいな、後ずっと大先輩がやってるんだから、俺の代で
やめるわけにはいかないよみたいなのが、日本人の性格
であろうと思いますが、それをきちっとですね、皆さん
が捉えて、本当に意味のあるものをなんなんだろうかな
というところからスタートされていると思うんですね。
やっぱりお金もかかるし時間もかかるわけですから、そ
してその効果といったものがどこに焦点を置くのか、と
いうところなんですね。大変そこにいってるという姿に、
素晴らしいと思います。嶋田委員長さんもまずは一回見
てみようよとか、次世代の、代替わりもしているのだか
ら、やはり色々な状況の変化というものをきちっと見極
める中で、議論の場をさらに発展させたりというような
お考えでしょうから、とても健全な進め方をされている
のではないかと、ちょっと偉そうで生意気なんですけれ
ども、そのように思わせていただいた次第でございます。
　そういう非常に前向きでそして原点を捉えようという
ところが全てにおいて発表にございまして、秋元委員長
さんからもシンガポールを選択した理由が述べられまし
たが、正に今の地域社会と言うか、日本の社会を背負っ
ている事柄を意識されていて、なおかつメンバーに髙島
屋さんがいらっしゃるといった、そういった人脈といっ
たものを活用しようじゃないかという、とても素晴らし
い観点だと思います。もう少し私、どちらかと言うとマ
イナーな話をしたりする方が好きな人間なんですけれど
も、素晴らしすぎてですね、これお世辞じゃないですよ、
私、いいものはいい、違うものは違うと言う人間だもの
ですから、本当に素晴らしいなと思って、西クラブさん
がこのように会員が増える理由の一つがわかったような
気がします。
　そろそろ結びをさせて頂きますが、今の髙島屋さんの
話もそうですし、台中港さんとの関わりもそうなんです
が、すべて人とのご縁といったものを、そこからいろい
ろなものがスタートするという気もします。先ほどのネ
パールの援助にしても、奨学生といった関わりがござい
ましたし、それはどんな人と知り合うかという、そこに
何かがありそうな気がします。ロータリークラブがいい
のはそこじゃないでしょうか。やはり色々な人と出会い
がある。そしてそれをどこかでそれが結びつくことがあ
る、というようなことを感じることがございます。もち
ろんロータリークラブ以外にも、色々な機会を持ってい

る方はたくさんいらっしゃいますが、私も実は今回この
ロータリーの友の 8 月号を読んでましたら、女性会員
を増やそうじゃないかと言う、会員増強の特集が組まれ
ていたんですけれども、そこに十和田湖のロータリーク
ラブにいらっしゃる 2830 地区ガバナーの、佐々木さん
という方が書いてる記事に出会いましたけれども、たま
たま私、寺嶋さんの時の会長ということで、今回トロン
トの国際大会に行きました。その時に飛行場の待ち時間
で、この佐々木さんにお会いしました。それでお話も交
わしました。この女性会員について若干話しました。つ
まり女性のガバナーというのが僕にとってはとても珍し
かったと言うか、もちろん今でもいらっしゃるんです
が、その方がここにこういう記事を書いていらっしゃっ
て、それはあそこで聞いた話と極めて似通ったというこ
とで、ひとつご縁を感じました。やはりそういったきっ
かけがロータリークラブを一生懸命やっていると出てき
て、そして自分磨きの一つの階段になるのではないか、
と言うことをまた今日を思わせていただいたわけであり
ます。
　そして今日は、髙田会長さんが「未来の年表」と言う
本を紹介いただきました。私も是非読みたいと思ってお
ります。実は髙田会長さんは、原点を考えるという方
向といったものをお持ちの方だなというように、先輩で
すから、偉そうには言えないんですが、教えていただい
たと思います。それはなぜかと言うと、ちょっとここで
最後結びに PR をさせてください。来年の 2 月 27 日に
IM ということで、IM はガバナー補佐がやらなければい
けないという仕事としてあてがわれているんですが、こ
ういう時に私人口減少社会というものを取り上げようと
思ってですね、会長、幹事さんに実は投げかけました。
その時に髙田会長さんが、人口減少といった問題は確か
に大きな社会の問題であるけれども、そこにロータリー
といったものが一味必要なんじゃないかと言うお話をさ
れました。結局私は人口減少云々でテーマを決めようと
思いましたが、今ここに載っていますが、人口減少とロー
タリーという風にやりました。ですから人口減少を考え
るときに、我々はロータリアンであるという立場をどう
そこに味付けていくか、我々は何ができるのかというこ
とを含めて IM が展開しなければならない、という重い
課題を髙田会長からいただきまして、あっさりやるつも
りがそうはいかないということになりまして、私も今、
ひたむきに頑張らなければいけないと思っているんです
が、そうゆうロータリーとは何かとか、どうせやるなら、
どうせお金をかけるなら、どうせ時間をかけるなら、い
いものをやろうではないかと、やった後も我々も満足す
る物をやろうじゃないか、と言うところが以上に全てを
通して感じることができました。
　私もおかげさまでロータリーに入らせていただき、今
こういう役を頂いて今日、皆様のお話を聞く機会をいた
だきましたことを、大変貴重な時間を頂いたとを思って
感謝しております。どうもありがとうございました。



次回の例会は 8 月 24 日 ( 金 ) 通常例会です。

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。

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

ゲスト
溜川良次（第 11 グループガバナー補佐）	様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	(^^ ♪

　溜川様　よろしくお願いします

クラブ協議会発表　奉仕Ｐ委員会　中嶋利生　委員長

同　職業奉仕委員会　秋元慶一　委員長同　前年度国際奉仕委員会　松本ユミ　委員長

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
8月 17 日 金 任意休会
8月 24 日 金 合同 橋岡久太郎ガバナー
8月 30 日 金 夜間移動 納涼会
9月 7日 金 通常 石井崇会員
9月 14 日 金 通常 岡島昭信会員

これからの例会予定
出席報告

　　　　　　　６８名

　　　　　　　１４名

江口、江波戸、長田、影山、後藤、小林正

直、小林直人、志村、東海林、杉山、住吉、

升谷、水留、山田　　　　　　　　　会員

出席率　79.41％

会員数

欠席者

同　国際奉仕委員会　嶋田英明　委員長同　社会奉仕委員会　宇田川博司　委員長

米山記念奨学会寄付感謝状　鈴木子郎・鈴木桂三会員


