第２７９０地区

会報 第 2052 号 （5 月 10 日発行）

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ

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

創立：１９７５年１１月 ７日
承認：１９７５年１１月２４日

第２０８５回通常例会 (2019.4.26)
■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

1. 点

敏文

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

度 2019 － 20 年度の

２０８５回通常例会

幹事：齋藤

マーク・ダ

付を財源に奨学金を支給支援する、

ニエル・マローニーＲＩガバナーの

民間の奨学金支援をしています。こ

鐘

髙田住男

会長

「ロータリーは世界をつなぐ」、そし

の支援と交流によって、「平和日本」

1. 会長挨拶

髙田住男

会長

て稲岡第 2790 地区ガバナーの地区

を世界の人々に理解してもらうと同

1. 幹事報告

齋藤敏文

幹事

スローガン「ロータリーから千葉を

時に友好の架け橋となることを期待

1. 卓

話

伏野龍弥

様

元気に」が発表されました。詳しく

されています。参考までに、会員 1

1. 点

鐘

髙田住男

会長

は岡島さんから会長就任時に話され

人当たり寄付目標額は１５，０００

るでしょうから、テーマ・スローガ

円です。よろしくお願いします。

会長挨拶
会長

髙田

ンのみを発表して紹介に代えたいと

住男

明日から５月６日までの１０日間

思います。なお、
「地区研修・協議会」

という大型連休が始まります。旅行

のホストクラブ制については、今回

等予定を組んでいる方もおられるこ

の柏西クラブで最後となるとの発表

とと思いますが、１９日に起きた池

がされました。何か当クラブに不都

袋交差点での高齢者が約１５０メー

合となるキッカケが無かったことを

トルに渡って暴走し、４８人が重軽

祈るだけですが、ホストクラブとし

傷、特に横断歩道を渡っていた自転

て最後のホストクラブとして努めさ

車の母と娘が死亡したこと事故。悲

せて頂きました。

惨さと憤り、そして自分が高齢とな

去る 4 月 20 日（土曜日）の「第

明日 27 日は 1920 年世界 855 番

ると何時加害者になるかという恐怖

2790 地区研修・協議会」が無事終

目の RC( 東京クラブ ) を設立し、日

感を覚えますが、事故を起す前の何

了しました。柏西クラブが当該「地

本にロータリーを導入した米山梅吉

かの切っ掛けを捉えて、運転免許証

区研修・協議会」のホストクラブと

氏の亡くなった日です。同氏は、ご

の返上を考えることが必要かもしれ

して 12 名の参加を頂きまして、会

案内の通り、「米山奨学金制度」を

ません。いずれにしても

議の冒頭の歓迎の挨拶及びお手伝い

創設し、勉学・研究のため日本に私

をさせて頂きました。参加者の皆

費で留学している外国人留学生に対

さん

して、皆さんロータリアンからの寄

有難うございました。次年

幹事報告

齋藤

敏文

大型連休

無事に過ごすことができるよう頑
張りましょう。

④第 11 グループ「本年度 / 次年度 会長・幹事引継ぎ会」の案内
日時：6 月 19 日 18：30 ～ 20：30

①５月のロータリーレートは１ドル１１２円
② RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）受講証の送付

場所：髙島屋ステーションモール新館 11F
⑤ 2019 年度ゴミゼロ運動への参加依頼

Part Ⅰ：齋藤敏文・櫛田仁一会員

日時：5 月 26 日

Part Ⅱ：住田みゆき・櫛田仁一会員

場所：柏駅

Part Ⅲ：齋藤敏文・櫛田仁一会員
③橋岡ガバナーより「フェアウェルパーティ」の案内

8：30 ～ 10：00( 雨天決行 )

西口周辺

⑥例会変更のお知らせ
柏 RC：5/15 移動例会 ( 親睦旅行 )5/22 シンポジウムに振替

日時：6 月 14 日（金）18：00 ～ 20：30

我孫子 RC：5/21 親睦旅行

場所：ホテル

柏南 RC：5/7 休会

ザ・マンハッタン

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

5/28 夜間例会

5/14 親睦旅行

卓話「商業のまち柏

き の う ・ 今 日 ・ あ し た 」 柏商工会議所専務理事

伏野

龍弥

様

ＲＬＩ受講証の送付

ゲスト

齋藤幹事・櫛田会員

東京中央ＲＣ

兪

明鶴様

秋元慶一

委員長

寄付金達成率（４月末現在）
目標額

		

５月ＲＲ =112 円

武之

様

ゲスト

柏南ＲＣ

米谷

昌紀

様

66.0%

$150

223,200 754,097 284.4%

$30

（内募金箱

会員数

６８名

欠席者

１８名

江口、江波戸、影山、小林太時、小林直人、小

192,997）

米山記念奨学会 400,000 706,000 176.5%

林正直、東海林、杉山、助川、住田、住吉、花島、

10,000

廣川、升谷、松本、柳、湯浅、大久保

ニコニコＢＯＸありがとう！

出席率

★ (^^ ♪

ゲスト

榊

会員

寺田会員
〃
白水会員

卓話者・他内容
深澤裕様（東京大学物性研究所）
安田勝紀副幹事
岡島昭信会長エレクト
齋藤敏文幹事
職場見学並びに打上げ親睦旅行

出席報告

達成額 達成率 個人目標

1,326,000 874,800

R 財団・ポリオ

飯田

月日
曜日 例会
5 月 17 日
金 通常
5 月 24 日
金 通常
5 月 31 日
金 通常
6月7日
金 通常
6 月 14 日
金 移動

シンガポール研修の参加申し込みは今日までです

R 財団・基金

多古ＲＣ

これからの例会予定

委員会報告
①職業奉仕委員会

ゲスト

会員

73.53％

女房の件でいろいろありがとうございました

伏野龍弥（柏商工会議所専務理事）

様

ロータリー１１Ｇコンペベスグロ２位

兪明鶴（東京中央ＲＣ）

様

友人の手術成功、昨日無事に手術が成功しました

飯田武之（多古ＲＣ）

様

１７日参加できなくてすいませんでした

米谷昌紀（柏南ＲＣ）

様

次回の例会は

5 月 17 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

※ 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。

