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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？
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/

２０７０回新年例会

行った場所や銀行口座等などはＧＯ

任、そしてそれに伴う新年号の決定、

ＯＧＬＥ等の業者が把握され丸裸の

祝日の拡大。さらに、秋元職業奉仕

1. 点

鐘

髙田住男

会長

状態になってきています）、会社の

委員長の下、シンガポールへの職場

1. 会長挨拶

髙田住男

会長

中でも有給休暇を当たり前のように

見学ないし卒業旅行など、様々な行

1. 幹事報告

齋藤敏文
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取得することや、社内でのセクハラ、

事が計画されています。皆様に時間
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会長

パワハラの問題が社会問題化し、指

を頂くことになりますし金銭的にも

導なのかパワハラなのかの区別が大

負担することになりますが、秋元委

変難しい時代となってきました。こ

員長が一生懸命頑張っております。

のような中、２０１７年ノーベル経

私のような老人の仕事は若い芽をつ

済学賞を受賞した、リチャード・セ

ぶさないことだと考えています。こ

イラー教授の「ナッジ（ｎｕｇｄｅ）」

の半年を皆様のご協力ご支援のも

理論が注目を集めています。「ナッ

と、頑張っていこうと思います。ど

ジ」とは、「選択構造」を利用した

うぞ、よろしくお願い致します。

鐘

第二部

家族新年会

会長挨拶
会長

髙田

住男

行動経済学に基づく戦略です。人間

例年ですと、金曜日に開催してい

が意思決定を行うとき、それがあり

るので、昨年はご家族が沢山おいで

ふれた決定であっても、人生を変え

頂きました。今年は当ホテルの都合

る決定であっても、そこには常に選

で本日になりましたこと

皆様明けましておめでとうござい

択構造があるという理論です。経営

し上げます。昨年の平成天皇陛下の

ます。
秋山市長、
板倉両顧問、そして、

に充たる我々経営者は、この選択構

誕生日には、天皇陛下ご自身から「平

会員のご家族の皆様、柏西ＲＣの新

造を利用する必要があるか検討する

成が戦争のない時代として終わろう

年会にようこそ参加頂きました。有

価値がありそうです。具体例は、有

としていることに，心から安堵して

難うございます。２０１９年（平成

名なものは便器にハエの絵を貼り付

います。」というようなお言葉ご挨

３１年）の新しい年を、皆様と共に

けることによる清掃費用が激減した

拶されましたが、今年以降も、平和

元気に迎えられたことを嬉しく思い

という例。また、松１，５００円、

でかつ皆様のご健勝で家族仲良く幸

ます。皆で喜びたいと思います。
「１

竹２，０００円、梅３，５００円を価

せが続くことを祈念申し上げます。

年の計は元旦にあり」と申します。

格表示させて選択させる方法です。

今日は新年会です。柳会員の奥様の

正月の正は「一」に「止」と書きま

モリとカケも同じでしょうでしょ

ご協力の下、楽しい演舞が披露され

すが、一時止まって今後の計画を練

う。選択肢を与えて行動を起させる

るはずです。十分お楽しみください。

る月でもありましょうか。皆様はど

ということのようです。

のような抱負抱いておられるでしょ
うか？
さて、我々の取り巻く環境は、劇

お詫び申

私ごとです
が、柏西ＲＣの
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会長職も後半年

的に変化しています。ＩＣＴ社会の

と な り ま し た。 ① 1 月のロータリーレートは 1 ドル＝ 112 円

到来（電車の乗ると 90％以上はス

半 年 の 間 に は、 ② RI より金本元章会員へロータリー財団寄付メジャー

マホを見ています。柏西ＲＣの例会

「台中港東南Ｒ

ドナー ( $10,000 達成 ) 認証品の送付

出席にもＬＩＮＥを使って欠席届を

Ｃ へ の 訪 問 」、 ③松 本ユミ会員へ 2018-19 年度地区 RLI 実行委員会委

お知らせ頂いています。また、イン

平成天皇の退位

ターネットで検索した内容、何処に

と新天皇の就

員としての委嘱状の送付

例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
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花島

板倉名誉会員・秋山名誉会員

メジャードナー表彰

2月1日
2月8日
2 月 15 日

金 通常
金 通常
金 通常

卓話者・他内容
秋山浩保柏市長
石島宏様（ザ・クレストホテル
柏総料理長）
前田徹会員
RYLA セミナー参加者
井上哲夫様（国際毛髪皮膚科学
研究所所長）

助川・寺田会員）

乾杯

アトラクション

ニコニコＢＯＸありがとう！

菊流

剣客集団

出席報告
会員数／欠席者
出席率

６７名

／

０名

100％

ゲスト
ジョアケン（元米山奨学生）

様

マハルジャン・ディネシュ（元米山奨学生） 様

★ (^^ ♪
秋山名誉会員・板倉名誉会員

次回の例会は

新入会員（推薦者

金本会員・飯合会員

これからの例会予定
月日
曜日 例会
1 月 18 日
金 通常
1 月 25 日
金 通常

伸幸

丁

1 月 18 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。

亮（米山奨学生）

様

欠席報告は、水曜日の正午まで

※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」まで
※直前の欠席は SAA 安田 (080-5680-5460)
クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

