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第２０５６回通常例会 (2018.9.14)
■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

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？
2017-2018 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/

２０５６回通常例会

の気温については、昼間は１５度く

の国会議員（訪日した国会議員の一

らいですが朝は０度くらいで、富士

人は総理大臣となっています）や公

1. 点

鐘

金子正

副会長

山の五合目くらいの位置にある国で

認会計士で税を扱っている団体を日

1. 会長挨拶

金子正

副会長

す。

本に招待し、モンゴル国に税理士制

1. 幹事報告

齋藤敏文

幹事

モンゴルといえば何を皆様は思い出

度を作ってくれるように働きかけま

1. 卓

話

岡島昭信

会員

すでしょうか？

モンゴル国出身者

した。我々の念願が叶い、２０１０

1. 点

鐘

金子正

の大相撲（白鵬、鶴竜などのモンゴ

年モンゴル税理士法が成立し、税理

ル出身者）ですか？ジンギスハーン、

士が国家資格としてスタートしてい

遊牧民、草原の国ですか？

ます。

副会長

会長挨拶（代読）
副会長

金子

正

副会長の金子です。髙田会長は今

モンゴルは１９９２年、社会主義
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本日、例会を欠席させて頂いてお

モンゴルに行っているので、会長挨

３国のみでした。日本の税理士会は、

りますが、会長は国際奉仕をしてい
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税理士制度をアジア・オセアニアの

るんだとご理解して頂ければ幸甚で
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国々に税理士制度を導入して欲しい

ございます。また、例会欠席のため、

と要望しておりました。そこで、千

金子パスト会長にはご足労をお掛け

葉県税理士会は、モンゴル国に税理

しますがよろしくお願いします。有
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柏西ロータリークラブの皆様、こ
んにちは。
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日時：11 月 11 日（日）9：00 集合～ 13：30 頃解散
集合：館山自動車道 市原 SA

①ガバナー会より「西日本豪雨災害義援金」の協力につ

行先：上総方面（養老渓谷）

いて
②第 11 グループ溜川ガバナー補佐より「北海道胆振地

ビジター挨拶

方中東部地震」に関する災害募金等についての報告
地区としてはロータリーで纏めると対応が遅くなりが

私は出席委員長をしておりまして、9 月 5 日に自分の

ちの理由で災害募金等を取り纏める予定はないため、各

クラブの例会を休みました。出席委員長自ら 100 を切っ

クラブでの対応を依頼

てしまうというのはちょっとみっともないので、早急に

③地区大会二日目の折、全プログラム終了までの参加に

どこかでメーキャップしてきますということでお邪魔し

対する協力依頼・各クラブの紹介は 14：30 頃の予定

ました。ありがとうございました。（柏ＲＣ

④ RMCC2790（二輪同好会）ツーリングの案内
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

勝田様）

卓話「クラブ管理運営兼戦略計画委員会について」

クラブ管理運営委員会 岡島昭信 委員長

から国際奉仕が育った経緯あり、親腔活動が出発点に
なっています。この親睦から「奉仕の理想」が生まれる
仕組みがいわゆる「例会」であります。
この様にクラブ管理運営委員会としては、例会がいわ
ゆるロータリーの基本活動としていること、この処を押
さえておきたいと思います。ロータリ一運動の実態を
表現した言葉に「入りて学び、出て奉仕せよ」(Enter to
Learn, Go forth to serve) があります。職業人が例会に
集い、例会の場で職業上の発想の交換を通じて、分かち
合いの精神による事業の永続性を学び、友清を深め、自
皆さんこんにちは、気候もやっと涼しく秋らしくなっ
てまいりました。今年は、早く梅雨が上がった分、早く

己改善を図り、その結果として奉仕の心が生まれてくる
ものであります。また例会における一連の活動のことを、

夏に、それもいきなり真夏になったので、とにかく、例 「親睦」と呼んでいますがこの例会で高められた奉仕の
年に無く暑い夏であったという印象が強いですね。又、 心を持って、それぞれの職場や地域社会に戻り、奉仕活
台風が多かったし、特に山陰地方は何回も台風の被害を

動を実践することが基本的なロータリーライフでありま

被ったし、この間の北海道地方の大地震による大被害も

す。このように親睦を深める場所は、毎週一回の定例の

ありましたが、被害にあわれた方には、大変お気の毒な

例会であります。

ことであります。心からお見舞いを申し上げたいと思い

新しい会員さんは親睦活動委員会に配属されますが、

ます。大自然の脅威を感じた次第です。しかし、このこ

これは会員相互の親睦を深めることによって古い会員

とは対岸の火事ではありません。この関東地方も決して

との融和を図ることを期待されているからなのでありま

安全な場所とは言えません。備え有れば憂いなしという

す。例会を通してお互い心が通じ合い、例会を心待ちに

言葉がありますが、日頃からの避難訓練とか、非常持ち

している、そういう気持ちを持てるような楽しい例会に

出し品とか、水・食料とか用意してあるんでしょうか、 していきたい、またそうすることでロータリーの説く親
確認をしてみては如何でしょうか。
さて、今年はこの私が会長エレクトという立場になり

睦がより深まり、奉仕の心が高まっていくものと思いま
す。

ましたが、私は入会してまだ 7 年目です。ロータリー

さて当クラブ管理運営委員会はプログラム委員会・親

のことを熟知しているわけでもないし、まだまだ知らな

睦活動委員会・出席委員会・研修委員会の四つの委員会

いことが沢山あって今、勉強中でございます。今までは、 で構成されておりますが、各委員会の自主的な活動を尊
何とかやってこられましたが、これから先のことを考え

重しながら充分な連携のもとに、クラブの効果的な運営

ると非常に荷が重い感じが致しておる訳であります。会

を目指して活動してまいりたいと思っております。

長エレクトとして、次年度に備えていろいろと根回しを

なお、クラブ戦略計画委員会においては、クラブ会長が

していかなければならないと考えておりますが、その辺

単年度で交代するのでその方向性が変わることがないよ

がきちんと然るべき時期に、来年度に向けての準備が的

う、ロータリーが重要目標の達成に向け確固とした方向

確に出来るかどうかを心配をしているところでありま

性を持って進むためにパスト会長を交えて自分たちが将

す。そういう意味で諸先輩の方々、特にパスト会長さん

来何を目指し、そこに到達するにはどうしたらいいか等

方の助言をいただきながら次年度のクラブ運営に支障が

を決めていくことが重要なことであります。

ないようにしていきたいと思っております。

クラブ管理運営委員会には四つの委員会があります

現在私が理事会のメンバーに加えられているのも理事

が、前に活動方針は報告致しましたがその方針は変わっ

会の運営を研修する意味と、次年度のクラブ運営との継

ておりません。重要なことですので再度申しあげます。

続性を保つ為に、また、当年度のクラブ運営の詳細を把

(1)【プログラム委員会】

握するためと思われますので、その辺も含めて運営の仕

会長・幹事とよく相談をしながら例会プログラムを決め

方等を経験してまいりたいと思っています。

ていく。バリー・ラシン RI 会長の今年のテーマは「イ

さて、ロータリーの歴史をみると始めに親睦があり、 ンスピレーションになろう」とのことてすが当クラブの
これから職業奉仕が生まれ、社会奉仕に展開して、そこ

髙田会長はこれを「風神になろう」とイメージしていま

して、新しい風を吹き込み、前向きに変化をもった奉仕

1.例会への出席を促し、各月の出席率を例会にて報告

活動を念頭に、
例会のプログラミングを考えていきたい。
また卓話はクラブ協議会、合同例会、夜間例会、月間に

する。
2.例会を欠席した会員には、メークアップを奨励し出

因んだ卓話、その他、事前にプログラミングされている
以外は、広く社会・経済・文化・芸術・スポーツ等の各

席率の向上をはかる。
3.ロータリー活動の各種会合、行事への積極的参加を

分野から参加していただきたいと思っています。
①そして、充実した例会を企画する。また、卓話者は会
員の希望や人脈を生かす。

促進する。
4. 皆出席者を表彰し、記念品を贈呈する。
5. 長期欠席者へ連絡し、例会への出席を促す。

②台中港東南扶論社 40 周年行事に参加する。

(4)【研修委員会】

(2)【親睦活動委員会】

元気なクラブをつくるには、ロータリーを知ることが

ロータリーの目的は、意義ある事業を基礎として奉仕

一番大切であります。そのために、例会以外の行事にも

の理念を奨励し、これを育むことにある。このことを念

積極的こ参加して仲間を多くつくり、知識を高めて楽

頭に活気ある例会を行うよう積極的に参加、協力をして

しいロータリーライフをおくれるよう努力してまいりま

いきたいと考えています。また会員同士の交流を深める

す。

ために親睦活動に力を入れ、本来の親睦と奉仕活動がよ

活動計画

り深まるような髙田年度にしていきたいと思います。

1.上期、下期の例会の中で「やさしいロータリーの研修」

様々な行事がありますが、会員の皆様の当委員会に対す
るご協力とご理解をお願いすると共に積極的なご参加を

を行う。
2.２ヵ月に１回、第２週目の例会終了後に入会 5 年未

お願いしたいと思っております。

満の会員とサロンでミニ研修会を行う。

(3)【出席委員会】

3. 炉辺会議を開催する。

例会の出席ということが基本原則であり、ロータリー

4.地区大会・第 11 グループ合同例会及び情報研究会・

の全てが例会から始まります。ですから、明るく快活、

IM への参加をする。

そして友好的な空気が流れる例会こそ出席率につながる

5. 各委員会活動への参加をする。

ものと考えておりまして、更に魅力溢れるクラブの環境

6.RLI の受講を促進する。

形成を支えるべく、当委員会は他の委員会と連携しなが

以上でございますが、一つ加えたいことがございます。

ら下記のことを今年度の活動方針として実行して参りま

それは台中港東南扶論社との交流です。今年度、来年 2

す。

月に台湾へ行きますが、髙田会長とよく連携して次年度
のこと（柏西クラブの 45 周年行事）もよく打ち合わせ
をしていきたいと思っております。また、会員の皆様の
ご理解とご協力を切にお願い申し上げまして終わらせて
頂きます。

これからの例会予定
月日
曜日 例会
9 月 28 日
金 通常
10 月 5 日
10 月 12 日
10 月 17 日
10 月 19 日

金
金
水
金

通常
休会
合同
通常

10 月 26 日
10 月 28 日

金 休会
日 合同

卓話者・他内容
高橋史成様（柏市社会福祉協議
会・地域福祉課課長）
小溝正行会員
12:00 点鐘 情報研修会
笠井広子様（NGO 未来のこども
ネットワーク）
9:30 点鐘 地区大会

出席報告
会員数

６８名

欠席者

１７名

石井、江波戸、長田、ゲイビ、後藤、小林直人、
小林正直、東海林、杉原、杉山、住吉、塚本、
馬場、廣川、細田、升谷、松本隆一郎
出席率

75.00％

ニコニコＢＯＸありがとう！

ゲスト

★ パートナー誕生日：金子

勝田

次回の例会は

会員

9 月 28 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。

会員

秀一（柏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

ポリオ撲滅のために！

ロータリー
ゴールド

インターナショナル
マスターカード

ロータリー

インターナショナル

スタンダード

マスターカード

（年会費無料）

（年会費 10,800 円）

・利用金額の 0.3% が自動的に寄付されます

（個人の寄付実績に計上されません）
（※１）

・利用金額の 0.5% 相当のポイントを寄付できます

（個人の寄付実績に計上されます）

オリコ

ロータリー

（※１）１０００円利用で１ポイント、１０００ポイントを５０００円として寄付できます。
ポイント交換は手動で行う必要があります。

