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第２０７３回通常例会 (2019.1.25)
■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？
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/

２０７３回通常例会

西ＲＣ４５周年準備委員会」が開催

を頂きながら、進めていくことにな

されましたので、その概要をお知ら

りますので、ご理解ご協力をお願い

1. 点

鐘

髙田住男

会長

せして、皆さんのご協力を得たいと

します。アカ族（アカとは、「川か

1. 会長挨拶

髙田住男

会長

考えます。同委員会は、日暮委員長

ら遠く離れる」ことを意味するそう

1. 幹事報告

齋藤敏文

幹事

を先頭に、式典担当部会、祝賀会担

です）については、ＬＩＮＥにて写

1. 卓

話

花島伸幸

会員

当部会、記念事業部会、台中港東南

真がアップされましたが、水野さん

1. 点

鐘

髙田住男

会長

ＲＣ担当部会そして総務・会計部会

と金本さんがアカ族の子供たちに冬

の５部会を構成すること。そして、

服をプレゼントする等をして頂いて

委員長には、それぞれ、式典担当部

います。これについては、２月に入

会には増谷信一委員長、祝賀会担当

りまして、水野さんそして金本さん

部会には馬場弘委員長、記念事業部

に卓話をして頂く予定となっていま

会には水野晋治委員長、台中港東南

す。ご期待ください。

会長挨拶
会長

髙田

住男

ＲＣ担当部会は森市直樹委員長、総

皆様こんにちは。

さて、国際ロータリーの研修・開

務・会計部会は安田勝紀委員長が就

発担当部より

任することになりました。各部会の

た。内容は、［ラーニングセンター］

委員にはこれから岡島エレクトから

にクラブ役員向けのコースがご用意

声がかかるかと思いますがよろしく

できましたというものです。ＭＹ

ご協力ください。

ＲＯＴＡＲＹのホームページから自

既にご案内の通り、岡島エレクト

メールが届きまし

周年行事のスタンスは、①記念誌

分の役職に関するコースを撰ぶと研

から今年の１１月２２日（金曜日）

は発行しない。②祝賀会のみ開催す

修ができるというものです。一度閲

に柏西ＲＣの４５周年記念行事を開

る。③記念行事としてタイのアカ族

覧願います。

催するとの発表がありましたが、先

の支援をする。というものでした。

週の１８日例会の後、第２回の「柏

これについても会員の皆様のご意見

幹事報告

齋藤

敏文

⑤第 11 グループ「第２回次年度会長・幹事会の案内
日時：2 月 19 日 ( 火 )18：30 ～

①第 18 回「米山功労クラブ」として、感謝状の送付

会場：麗宮飯店

個人・クラブ扱い全ての特別寄付金累計が 100 万円
を超える毎に表彰されます。

委員会報告

②国 際ロータリーより 2018-19 年度下期、人頭分担金
①国際奉仕委員会

請求書の送付
$32 × 66 名×＠ 112 ＝ 236,544 円
③米山記念奨学生

修了式及び歓送会開催の案内

日時：3 月 9 日 ( 土 )14：00 ～ 17：30

水野晋治

副委員長

タイ訪問報告、詳しくは次週の卓話で
②増谷信一会員
大相撲柏場所が今年も 4 月 18 ～ 19 日に開催されます。

場所：三井ガーデンホテル千葉
④レイソル講演会総会の案内
日時：2 月 13 日 ( 水 )15：00 ～
会場：日立柏総合グランド内体育館 2F
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

卓

話

花島

伸幸

会員

ゴルフも一生懸命やるようになりました。ロータリーク
ラブさんに最初、オブザーバーでお伺いした時も、寺さ
んと、ある大会に出てたら、寺さんにちょっと夜飯食い
に行こうよと言われて、いいから送ってって言われて、
南柏の夜間例会に連れて行かれたのがきっかけなんです
けど、最近はちょっと、昔はもっと下手だったので、一
生懸命練習するようになって、少しは上達したかなって、
助川さんとかには全然かなわないんですけれども、一生
懸命、毎日練習を昔はしてですね、いろんな大会に出て
頑張れればなと思って、今やってる次第でございます。
皆さんこんにちは。私、今月入会させて頂きました花

私、色んな先輩方にお世話になった方もいらっしゃる

島と申します。人前で喋るのはちょっと苦手なので、お

んですが、商工会議所の青年部というとこに 19 年ぐら

聞き苦しい点多々あると思いますけれども、少々お時間

いいまして、去年 45 で卒業なんですけど、卒業して少

頂ければと思います。よろしくお願いします。

しのんびりしてようかなと思った時に皆さんにお声がけ

私はですね、入会の時にもお話しさせて頂いたんです

頂いて、入会させて頂きました。本当にそのロータリー

が、柏の増尾というところで生まれまして、そこで育っ

クラブというところがどういうところなのかとか、全く

て、今会社はですね、ワタベ塗工という増尾の方で、実

理解してないものですから、皆さんにいろいろご指導頂

家のところで商売をしております。仕事内容は、塗装工

きながら、早く皆さんと一緒に活動ができればなと思っ

事ですとか防水工事ですとか、そういうリフォーム関係

ております。

をメインに、官公庁と民間と色々やらせて頂いておりま

その他全く仕事と関係ないんですけども、私、千葉ロッ

す。会社自体は私の祖父から始まってたみたいなんです

テマリーンズの柏後援会に入ってまして、そこの事務局

けれども、昭和 13 年に柏の駅前の所で祖父が仕事始め

をやらせて頂いております。何をやってるかと言います

て、私の父親が増尾で会社にして、今私が三代目という

と、地元の子供たちに夢を与えるような活動ができれば

ことでやっております。大して大きな会社でないので、 ということで、大きなことでありますと毎年柏の葉の野
小さく細々と地域密着でなんとか今までやってこれたの

球場でプロ野球のイースタンリーグ二軍戦を開催して、

かなって感じだと思います。

地元の、柏市の子どもたちを全員招待して、子供達にプ

私の簡単なプロフィールと言いますか、お話をさせて

ロの凄さと、夢を与えるようなことができればという事

頂きますと、趣味はずっとスポーツをやってたので、ス

で毎年やっております。あとは少年野球教室をオフに選

ポーツが趣味です。特に小学校から高校まで野球をやっ

手を呼んで子供たちにプロの凄さを見てもらう。自分た

ておりまして、
社会人になってからも草野球という形で、 ちも上手くなって柏からプロの選手を出してあげたいと
柏の草野球チームで自分で作ってやっておりまして、今

いうこともやっております。

年 46 歳なので、今はもうほとんど野球自体はやってな

今年もまだ非公式なんですけれども、6 月 9 日日曜日に、

いんですけれども、昔は仲間を集めてやってました。高

まだ球団の方で日程発表してないのでシークレットなん

校は流経大柏高校っていうところでやってまして、大学

ですけど、柏の春で千葉ロッテマリーンズ対読売ジャイ

もそのまま流大に入りまして、その時ずっと高校の仲間、 アンツの 2 軍の試合なんですが、柏の葉で行うことが
大学の仲間と野球をやって、柏市の大会ではずっと出て

内々定で決まっておりますので、もし皆さんお時間あり

まして、ちょっと成績が良かったので、柏市代表で県大

ましたら足を運んで頂ければなと思っておりますのでよ

会も出させて頂くこともありました。それを何年かやっ

ろしくお願いいたします。

てましたら、
柏市代表の監督もやらさせて頂いてですね、

家族構成は 2 回目の妻が一人で、子供が男の子が二

千葉県でも一度優勝させて頂いたこともあります。ま、 人おります。一回目は 29 で結婚して 30 で別れたんで
自分がやってないんで、周りのメンバーが良かっただけ

すけど、2 回目は 39 で結婚して、今嫁が柏神社の前の、

なんですけど。

昔、岩舘家具で家具屋さんがあったんですけど、そこの

それでもう 35、6、7、8 ぐらいになってから、体も

娘さんが私の妻で、長男が今年長です。れおという男の

動かなくなったので、その他ゴルフも好きだったので、 子で、次男がせなと言う、今 2 歳なんですけど男の子

です。ちょっと変わった名前で、私には名前の付ける決
定権がなくて、
全て嫁が付けました。嫁の言いなりです。
ゴルフは千晶さんと助川さんと一緒に会社の県民大会
1 回出させて頂いたことあるんですけど、全然戦力にな
らなくて次から呼ばれなくなりました。なので少しは練
習して上手くなってもう 1 回呼ばれるようにしたいと
思ってます。皆さんまたお誘い頂ければと思っておりま
す。以上よろしくお願いします。

第１８回「米山功労クラブ」感謝状の送付

第１８回「米山功労クラブ」感謝状

これからの例会予定
月日
曜日 例会
2月8日
金 通常
2 月 15 日
金 通常

誕生日おめでとうございます！
寄付金達成率（１月末現在）
目標額
R 財団・基金

金 休会
水 合同

3月1日

金 通常

達成額 達成率 個人目標

1,116,000 608,100

R 財団・ポリオ
		

２月ＲＲ =110 円

2 月 22 日
2 月 27 日

卓話者・他内容
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）
2 月 27 日に振替
11 グ ル ー プ IM（ 昼 食 12:00 ～
12:50・点鐘 13:00・IM15:30 まで）
台中港ＲＣ報告

メーキャップしてきました

54.5%

$150

石井崇会員：柏南 RC(1/22)

223,200 658,848 295.2%

$30

江口秀雄会員：柏 RC(1/23)

（内募金箱

75,630）

米山記念奨学会 400,000 700,000 175.0%

10,000

出席報告
会員数

６７名

ニコニコＢＯＸありがとう！

欠席者

１３名

★ 本人誕生日：川和

会員

秋元、江波戸、金子、小林太時、小林正直、

★ 結婚記念日：影山

会員

小林直人、東海林、杉原、杉山、住吉、馬場、
柳、山田

★ (^^ ♪
金本・水野会員

次回の例会は

タイより無事帰国しました

2 月 8 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。

出席率

会員
80.60％

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

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。

