
第２７９０地区

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？

創立：１９７５年１１月　７日
承認：１９７５年１１月２４日

２０７８回通常例会
1. 点　　鐘　髙田住男　会長 

1. 会長挨拶　髙田住男　会長

1. 幹事報告　齋藤敏文　幹事

1. 卓　　話　嶋田英明　会員

1. 点　　鐘　髙田住男　会長

会 長 挨 拶
　　　　会長　髙田　住男

ば、「熱烈歓迎」の言葉通り、大変

な歓迎ぶりで、通訳に関しては日本

語学校の日本人先生とその生徒３

人、奨学生の王さんを揃えてくださ

り、酒に関しても杯を空にすること

は強制されず、お土産交換も持って

行った以上のプレゼントを頂き恐縮

するほどです。和やかの中にも気を

遣って頂いていることがヒシヒシと

感ずるものでした。

　本日の卓話にて、嶋田国際委員長

の外参加した会員から報告がありま

すから、この程度にして会長報告に

したいと思います。
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① 3 月のロータリーレートは 1 ドル＝ 110 円

② 2018-19 年度諸岡ガバナーエレクトより「地区研修・

協議会」の案内

日時：4 月 20 日（土）10：00 点鐘

日程：第一部　全体会議 10：00 ～ 12：00

　　　第二部　部会別協議会 13：00 ～ 16：00

場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール

③ RLI（ロータリー・リーダーシップ研修会）パートⅡの案内

日時：3 月 30 日（土）10：10 ～ 18：10

場所：千葉市民会館

 去る２月２１日から２４日まで、

台中港東南扶輪社の４０周年祝賀

会に参加のため訪台してまいりまし

た。２１日は朝４時頃から細田さん

の手配により参加者の自宅を廻って

いただき車にて羽田空港へと向かい

ました。松山空港に到着すると、台

中港東南扶輪社のメンバーがお迎か

えて頂き、早速帽子をプレゼントさ

れ、記念撮影後社友と共にバスに同

乗して台中市のテンペスホテルへと

向かいました。３時間余りの道のり

です。その夜は歓迎式典、翌日２２

日は台中市で開催されている花博

へ、そして、夜が本番の「４０周年

式典」です。印象に残ったこといえ

第２０７８回通常例会 (2019.3.1)
■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
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①職業奉仕委員会　秋元　慶一　委員長

　シンガポール訪問について、次回の例会から募集を行

います。

②次年度幹事　安田　勝紀　会員

　４月２０日地区研修協議会の開催と移動手段について

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 齋藤　敏文

委 員 会 報 告
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ニコニコＢＯＸありがとう！
★	本人誕生日：	森市、馬場、塚本、櫛田、髙田、安

田、増谷、水留、小溝　会員

★	パートナー誕生日：塚本、鈴木健吾、嶋田　会員

★	結婚記念日：中村博亘、勝田　会員

★	(^^ ♪

　櫛田会員　台湾で皆様にお世話になりました

　嶋田会員　	台中訪問無事終了ありがとうございま

した

　髙田会長　台中港東南ＲＣ無事終了しました

　川和会員　息子３人とゴルフに行きました

出席報告

　　　　　　　６８名

　　　　　　　１９名

石井、江波戸、影山、小林太時、小林正直、小林直人、

東海林、杉原、杉山、助川、住吉、中嶋、中塚、細田、

松本隆一郎、柳、山田、湯浅、大久保　　　　会員

出席率　72.06％（２月出席率 80.42%）

会員数

欠席者



卓話「2/21 ～ 24 台中港ＲＣ創立 40 周年公式訪問報告」  台中港東南ＲＣ訪問団　嶋田　英明　団長

　皆さんこんにちは。会長挨拶にもございましたけども、
無事帰ってくる事ができました。皆さんのテーブルの上
にあるんですけども、向こうの号外と、それから四日間
記録係ということ浅野さんに号外を、うちのクラブで号
外初めてじゃないかなと思うんですけど、号外を作って
ます。それの説明また致しますけれど、そういうことで
全員はございません。予算の関係で。そういう意味で１
つのテーブルに 3、4 枚から 5、6 枚ということで、ホー
ムページに載せるそうですから。
　髙田さん先ほど説明しましたけども、補足的な部分と、
まだ言ってない部分とですねお話をさせて頂きたいなと
いうふうに思います。2 泊 3 日組、3 泊 4 日組というこ
とで行かさせて頂きまして、合計 16 名でございまして、
今まで一回でも行ったことある方が 10 名。初めての方
が 6 名ということで、だいたいうちのクラブの旅行で
ですね、初日にだいたいずっこける方がいます。案の定
いましてＫさんと言うんですけど、一番の遅刻がござい
まして、今日もニコニコだったから計算でわかっちゃう
と思うんですけども、そんなこともございましてですね。
マイクロバスと言うかワゴンの乗り合いが非常にに大変
なことでございまして、これから大変かなと思いながら
羽田の方に向かいましてですね、羽田でもちょっと遅れ
た方も色々いましたけども、とりあえず羽田から松山空
港へ飛びましてですね、先ほど会長、８名迎えに来てく
れたんですね。その時に頂いた帽子ってのはこれなんで
すよ。前ね、これよりちょっとグレーっぽいか茶色っぽ
いの頂きました。今回は中が素晴らしいんですよ。反対
にしてかぶってた方も今回いましたけども、ちょっと中
はおしゃれです。表はまぁまぁいうことで、この帽子頂
きました。それからネクタイ、これは全員頂きまして、
その時にですね、ワンちゃんってうちの米山奨学生がい
るんですけども、ワンちゃんが空港に迎えに来てくれま
して、四日間ずっとついてね、通訳してくれたんですけ
ども。ワンちゃんはロータリーのことが分かってますよ
ね。で、先ほど髙田さんが、台湾で日本語の先生してる方、
ロータリー、向こうのメンバも、それを先生から日本語

習ってるんですけど、やっぱりロータリーを理解してる
かどうかって意味ではワンちゃんの方が理解してまし
た、本当に我々助かりました。ということで、空港から
台中行くまでに、また昼飯で、飛行機の中で食べたんで
すけど、また昼飯食わされまして、飲茶でしたけど、そ
の時から台湾ビールでカンペーが始まりまして、私が一
番最初に乾杯したんですけど、そんなことで、そして昼
食べてから、高速道路で台中に入りました。そして一休
みいたしまして、それから夜の歓迎会ですよね。向こう
のクラブ前夜祭ということなんですけど。すぐホテルか
ら歩いて 30 秒ぐらいの、すぐ隣のホテルの姉妹的なと
ころだったんですけども、ついてびっくりしたのはやっ
ぱり向こうは奥さんが素晴らしいというか、旦那が素晴
らしいから奥さん手伝うのか知りませんけども、奥さん
が全部お迎えで、ちゃんと胸に花を刺して下さって、で、
会場入りということで、初めての方はこういうところも
あるからっていうことで、びっくりしたのかなというこ
とで、一日目のその夜の歓迎会ってことはなかなかね、
向こうの奥さん方も含めてメンバーと交換、要は会長同
士のお土産交換があったり、クラブ同士のお土産交換が
ありまして、会長はですね、個人的にこのポロシャツを、
全メンバーに持って行きました。これが表で、裏は今年
の会長の挨拶に出てました風神を、これ風神になってま
す。うちの母ちゃんがデザインしたんですけど。余談で
すね。という事で、このシャツを全会員に届けました。
それからうちのクラブからは前回に持ってったのが、釧
路の昆布と、どこの海苔だったか忘れましたけども用意
して、海苔と昆布を全会員に持って行きました。向こう
もね、あったかいとこですから昆布とか海苔は取れない
もんですから、ちょっとそういう形でも持ってかさせて
頂きました。
　そんなことで一日終わりましてですね。また夜遊びし
た方ね、今のＵさんじゃないですけども、ちょっといま
すけども、そんなことで、夜はそれなりに出る方は出て、
我々夜市って言いまして、向こうの夜の屋台みたいなと
ころをちょっと行ってきたんですけど、ちょっと行くと
こ間違ったせいか知らないですけども、ちょっと寂れて
ました。シャッター通りも少しありました。余談ですけ
ど２日目の昼、同じ台中の夜市の違うとこ行ったらやっ
ぱり凄かったです。昔ほどじゃないです。半分ぐらいで
す。昔は人歩けないくらいいたんですけどね。そういう
ことで変わっておりました。
　二日目になりますけども、ロビーに集合して、台中で
ですね今、世界花博というのをやっておりまして、そこ
へみんなで行きました。そこでは向こうのメンバーが気
使って頂いて、台中の副市長っていうことで、この写真



載ってるところの右上ですね。これが女性の副市長なん
ですよ。市長どうしたのって言ったら、花博でちょっと
悪いことしてクビになっちゃったそうなんですね。で、
女性の副市長が迎えてくれたそうです。私が聞いた話で
本当かどうかは分かりません。副市長が髙田さんと長い
話もあったんですけど、お迎えしてくださって、ずっと
ドームみたいなとこでランの花を全部見学いたしまし
て、それからこれには載ってないですけども、ラインに
は載ってますけど、馬の馬術ショーみたいなもんですね。
綺麗な女性が馬の上に乗って、逆立ちはしなかったけど
乗ったりとか、それから反対側に乗ったりとか、色々し
て、芸をやっておりました。そんな事見て、その後にで
すね、故宮博物館に行かなくても済んだのは、白菜のさっ
き言ってた水晶、あれともう一つ何でしたっけ、２つ、
丁度花博という事で、故宮博物館から特別室に来てたん
ですよ。それを故宮博物館行かなくても、世界の国宝っ
て言われてんですけども、そのまま見ることができまし
たと。いうことで、こっちに来てましたね台中に。とい
うことでそれを見終わって、お昼は何かすごい立派な場
所の飲茶。結婚式が 4 つも 5 つもあるような、すごい
広いとこだったですね。そこで飲茶を食べまして、それ
で昼終わりまして、一応式典の準備ありますから、その
後ホテルへ帰って一休みしたんですけど。式典は 40 周
年でございますから、ガバナーも来ておりましたし、先
ほど会長言ったように 300 人と、いうことで、ただガ
バナーがですね、日本語で我々の事を褒めてくれたって
いうか、東京医大出てるそうなんですね。ガバナーは。
ということで日本語ある程度喋れまして、我々の話も、
我々も聞いててすっと入ってくるような事がございまし
た。先ほど言った乾杯乾杯はこっちから仕掛ければ飲む
んですけど向こうも本当に飲まなくなりましたね。で、
冷たいビールって言ったら冷たいの出てこないんで、常
温の昔みたいなの出てきたんですが、こんなの飲めな
いって言って違うの飲んでましたけど。そんな事で、ガ
バナーの挨拶から、我々も壇上に 2 回ぐらい上がらせ
て頂いた時に、高田さんと向こうの Sake Ⅱさんでシャ
ンパンタワー作りまして、左の下から 2 番目ですね。
高田さんと Sake 会長がシャンパンタワーというのがご
ざいまして、それを作って頂きましてですね、それで乾
杯という風な形になっておりました。ということで非常
にですね、和やかな式典でございまして、これも奥さん
も全部来てますが、300 人という、うちの 45 周年も今
日ちらっと見えてきたら 180 人くらいで、やっぱり半
分ぐらいってことで、ちょっと寂しいのかなと思います
けど、しょうがないですよね会場の都合から何からね。
　そういうことで 300 人の方々がお見えになっており
ました。で、先程言いました夜市はその後でかけまし
て、それは例年通りの数ぐらいあったんですけども、人
通りは私が最後に行った時の 1/3 以下ですかね。そん

なに出てなかったです。曜日の関係もあるかもしれない
ですけども、若者が多かったですけど。そんなことで 2
日目が終わりまして、3 日目、半分以上 10 人。ちょう
どぴったり 10 人帰って、6 人だけ残ったんですけども、
ホテルを出てお昼を食べて、お昼会場から空港へ送った
と、いう風な形で、お昼ご飯ですね、あのパンフではす
ごい高級肉に見えたんですけども、ちょっと硬い肉ので
すね、そんなのが出てきましたけども、そんなんで空港
に 10 人送りまして、後は後半雨降っちゃったんですけ
ど、九墳にあの、宮崎駿の千と千尋のコマーシャルって
言うか、あれの原点になった九墳というところがあるん
ですけども、夜のランプ綺麗なんですけども、それは夜
じゃなくて夕方行ったんです、雨の中ね。ちょっと違っ
たんですけど、そんな所を見て、夜は今度日本料理、先
程誰か言ってましたが日本料理屋行って、一日が終わり
ました。
　次の日は 6 人だけ残ったんですけども、6 人で昔、昭
和天皇が皇太子の時に入った北東温泉ってとこですか。
そちらの方へ行きまして、北東石って言うラジウムが
いっぱい入っている石で、すごく世界的に有名な石らし
いんですけれども、そこの温泉場の方へ行かせて頂いて、
それでガイドさんと、森さんと気が合わないガイドさん
と色々お話をさせて頂いて、そんな事で空港に早めにで
すね送って貰いました。と言いますのも、昼ご飯まで時
間あるって言うんですよ。じゃお茶飲んでこうって。そ
したらガイドさんが食事場所行っちゃって、お茶飲むん
だと思ったら、小籠包出てきちゃったんですよ。です
から違うんじゃないの？って言ったら、いや早目に来
ちゃったって言って、じゃしょうがないって酒頼んで、
それで昼飯時間ちょっと多すぎたんですけども、だから
昼飯時間に飲みましたよ。そんなこともございまして、
だから意思の疎通って非常に難しい。高田さんのさっき
言った話じゃないけど、私もバスの中で一つこれは裏話
ですけども、1 万円が 2600 から 700 台湾ドルに替わ
るんですね。3.6 ～ 7 倍っていう事で。何で 1000 ドル
が最高なんですね。そうすると 3 ～ 4000 円くらいじゃ
ないですか。1000 ドル。それが最高のお札なんですよ。
日本円は 1 万円ありますから、約 2 倍ぐらいのお札使っ
てるわけなんですね、買い物でも。なんで倍の 2000 ド
ル、200 円札はあるんですよ。日本の場合もそうです
し、余分な話言うと、韓国も 1 万円交換すると 10 万ウォ
ン帰ってくるじゃないですか。10 倍って感じで。あれ、
物価が上がっちゃうからやらないんですって。向こうも
物価上がるの嫌ですから、そういう形で上げないために、
全体的にやらないって話は言ってました。そろそろ終わ
りますけども、今晩やっと団長として役が終わるのは解
団式やらないと終わらないよって言われましてですね、
今晩無理やり解団式をやる事になりましたけれども、髙
田年度のですね、一大イベントでございました台中港、



次回の例会は３月 15 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。

ゲスト
丁　亮（米山奨学生）	 様

誕生日おめでとうございます！

米山奨学生　丁亮様（2018 学年度奨学金授与終了）

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

本当に留守守って下さった方、行った方含めてね、無事
帰ってこれてよかったかな。何も大きい怪我もなく、病
人もなく帰って来られたのは最高だったかなと思いま
す。本当にお世話になりましてありがとうございました。
宇田川　博司　会員
　すいません宇田川です。今回初めて行かせて頂きまし
た。実は 2002 年頃にうちの父が会長やってた時の、向
こう社長さんと言うんですけど、会長さんがおりました
んで、ずっと晩餐会とか式典とか、私の隣にいらっしゃ
いまして、話は全然弾みませんでしたけども、一応交流
というか、させて頂きました。余談ですけども、交流も
させて頂きまして、夜は交流と言うかですね、色々と他
の部分の所は全然ありませんでしたので、心配なく。後、
本当にこれから行かれる方もいらっしゃると思うんです
けれども、私が一番気になったのは、韓国と同じように
下水の事情とか紙の事情が悪いんで、ウォッシュレット
が無いんですよね。歌劇院とか言って 300 億近くかけ
た国の施設があるんですけども、そこも行ったんですけ
どやはりそこにもウォッシュレットがなくてですね、お
尻切れちゃいそうになりまして、その辺だけはちょっと
辛い思いさせて頂いたんですけども、他は楽しくさせて
頂きました。どうもありがとうございました。

これからの例会予定

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
3月 15 日 金 通常 前田徹会員
3月 22 日 金 通常 吉川正昭様（柏市水道事業管理

者）
3月 29 日 金 休会 年度末

開催　日時 会　長 髙　田　住　男
開催　場所 幹　事 齋　藤　敏　文
理　　　事 出欠

髙田住男 ○
秋元慶一 ○
岡島昭信 ○
金子　正 ○
金本元章 ○
小林太時 × ③報告事項 　
嶋田英明 ○          ❏2018-19年度2月決算報告 (資料添付）

増谷信一 ○
松本ユミ ○ ④その他
水野晋治 ○ 米山奨学生丁亮君の送別会３月２９日（金）
安田勝紀 ○
柳肇 × ●次回理事会　2019年　4月5日（金）

齋藤敏文 ○

　柏西ロータリークラブ2018～2019年度　第9回理事会　資料　

　2019年　3月1日　例会終了後
　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

①2019年決議審議会立法案提出の件

②6/13(木)～6/16(日）「職場見学並びに打ち上げ親睦旅行」進捗状況


