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第２０８９回通常例会 (2019.5.31)
■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？
2018-19 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/

２０８９回通常例会

員長を初め、中村先生、住田さん、
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市長と一緒にゴミ集めをしました。

会にて承認された、職業分類の制限
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関連して、複数のクラブから「職業

か？たばこの吸い殻が極端に減少し

分類委員会。会員選考委員会」の名

ているのが印象的でした。２０１８

称から職業分類という削除する委員

年のＷＨＯ（世界保健機構）の発

会で良いか否かの問い合わせがあり

表によると、日本に喫煙率は
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ますが、「職業分類そのものがなく
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本日は３人のお客様がおいでにな

もう一つは、２０１９年規定審議

さて、第２７９０地区から 2 つ

のです。また、これに伴い、定款第

の文書が届きました。一つは、稲岡

５条会員第２節クラブの構成、クラ

ガバナー及び櫻木財団委員長から、

ブ定款第 10 条第７節公職に就いて

りました。東京臨海ＲＣの今井忠さ

「年次基金寄付のお願い～関東１０

いる人、第１１条「職業分類」を「ク

ん。しもだて紫水ＲＣの笹倉さん。

地区中最下位脱出にむけて～」とい

ラブの会員構成」に直すなど所定の

そして、銚子ＲＣの金島会長です。

うお願い文書が届きました。現在寄

変更をする必要があるそうです。理

ゆっくりとお過ごしください。

付クラブゼロが達しされましたとい

事会に諮ってまいりたいと思いま

今月の２６日（日曜日）は、ゴミ

う感謝の文言に続いて、当地区の年

す。

ゼロの日でした。宇田川社会奉仕委

次寄付額は一人当たり１２１．８２
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①６月のロータリーレートは１ドル＝ 110 円
②「第 53 回インターアクト年次大会」米山奨学生分科
会参加協力の依頼
日時：８月６日（火）11:30 ～
場所：千葉スカイウィンドウズ東天紅

委員会報告
①職業奉仕委員会

秋元慶一

委員長

今夜委員会を行います。
②Ｒ財団委員会

助川昌弘

委員長

さらなる財団への寄付をお願いします。
③４５周年委員会

安田勝紀

幹事

来週 11:30 から委員会を行います。

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「未来のロータリーへ」

岡島昭信

会長エレクト

【クラブ計画・活動精神】
◎①柏西ロータリークラブ創立 45 周年行事の開催
②台中港東南扶輪社との交流（柏西 RC45 周年で来柏）
◎③貧困家庭に於ける子どもの問題に取り組む
◎④国際人道奉仕として、タイのアカ族の子供に対する
支援
⑤会員増強、純増 5 名以上（女性会員・若手の会員等）
⑥例会の充実、会員相互の親睦と交流をはかる
⑦第 5 週目の例会を夜間例会にする
⑧入会 5 年以内の会員に対する研修会の実施（分か
明日から 6 月に入ります。その翌月が交替式なので、 り易い研修）
いよいよせまってきたとその感じが強くなってきまし

⑨ロータリークラブのイメージ向上をはかる

た。柏西ロータリークラブは、伝統のあるすばらしいク
ラブなので、私の代でクラブの諸活動が停滞することな

◎「柏西ロータリークラプ創立 45 周年行事」

く、ロータリークラブとしてより活発にそして、より元

柏西ロータリークラプは柏ロータリークラブをスポン

気なクラブを目指して取り組んでまいりたいたいと思っ

サーとして 1975 年（昭和 50 年）11 月 7 日に設立され、

ています。一年間皆様のご支援、ご協力の程よろしくお

今年で 45 周年を迎えることとなりますので、ひとつの

願い申し上げます。

節目として、また 45 年の長きにわたって西ロータリー

さ て、2019-20 年 度 RI 会 長 の マ ー ク・ ダ ニ エ

クラプを維持、そして発展をしてこられましたのも、歴

ル・ マ ロ ー ニ ー 氏 は「 ロ ー タ リ ー は 世 界 を つ な ぐ 」 代のパスト会長様方のご努力のお蔭であると存じており
（ROTARYCONNECTSTHEWORLD）と宣言されました。 ますので、敬意を表す意も含めまして、45 周年祈念式
ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人々

典を今年の 11 月 22 日に開催致しますので、何卒皆様

が手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築いて

方の全面的なご協力をお願いしたいと思います。日暮肇

まいりましようと述べています。

様を実行委員長として委員の皆様が今準備をすすめてお

また、第 2790 地区ガパナーの諸岡靖彦氏は「ロータ
リーから千葉を元気に」という地区スローガンを掲げて

られる処であります。よろしくお願い申しあげます。
◎「貧困家庭に於ける子どもの問題」

おります。このことから、ロータリーを元気にすること

このことにつきましては、先に社会福祉協議会の高橋

が、即ち地域を元気にすることになり、所謂、地域の活

史成さん。又、ボランティア活動を展開している笠井広

性化に繋がっていくということになると考えます。

子さん（未来の子どもネットワーク代表）から話があり

故に、まず我々の所属する「柏西ロータリークラブ」 ましたが、貧困の割合に於いては、日本全体で子供達の
の会員基盤をしっかりとしたものにしていき、会員同士

7 人に 1 人が貧困である。一人親家庭では、2 人に 1 人

の繋がりをより良いものにするためにも、先ず、親睦活

が貧困。相当高い割合。当、柏市では、10%。10 人に

動を深めていく、又、地区とも積極的に関わっていくこ

一人が貧困。市内で 3000 人の状況。貧困であるが故に、

とが必要であります。私の年度におきましても、五大奉

子供が本来持っている色々な可能性を伸ばすことができ

仕をはじめ各委員会の諸活動に前向きに取り組んでまい

ない。未来の夢や希望を思い描くことさえできない、そ

りますのは勿論ですが、基本的には例会の充実、会員相

ういう状況に追い込まれている子どもが沢山いるこれは

互の親睦と交流、そして女性会員と若い会員の入会を推

非常に不幸なことである。ですから、子供達が将来の希

進して、活気のある楽しいクラブづくりを目指してまい

望を持つことができるような支援が必要である。支援。

りたいと思っております。岡島昭信、安田勝紀両名で頑

子供達の居場所を作る。十分に食事をとれない子どもが

張って参りますので、ご協力の程よろしくお願い致しま

いるので（給食以外食べられない子どももいる）。食事

す。

ができるような施設（子ども食堂）又、学習支援等も必要。

尚、次年度におきましては、以下の活動を重点に取り
組んで参りたい。

因みに、この子どもの貧困の問題を放置してしまうと
どの位いの損失を被るかというと、日本全体として約
43 兆円の社会的損失になると言われている（日本財団

の試算）
。子どもの貧困問題は、我が国全体として捉え

がチェンライ県に居住。アカ族はチェンライ県の山岳民

るべき問題であってゆるがせにできない。ロータリアン

俗の象徴的存在。このアカ族に対する支援は、既に水野

としてこの貧困家庭の子どもの実態を、よく理解して頂

会員が現地の状況を調査しており、実際にこの活動を国

き、支援をしていきたい。

際的人道奉仕として進めてきている。

◎「タイのアカ族に対する支援」
国際的な人道支援として支援プロジェクトを立ち上
げ、特にアカ族の子ども達に対して緊急に支援をしてい
きたい。

尚、この取り組みを創立 45 周年の記念事業として取
り組んでまいりたいと思っている。11 月に現地に行く
予定。
以上、次年度に向けての私なりの考え方を述べさせて

アカ族（AKha）＝タイ・ラオスの北部国境地帯に居

頂きました。柏西ロータリークラプの皆様方には是非こ

住する山岳民俗。中国雲南省に起源をもち、言語はチ

理解をたまわりご協力を頂きたくお願い申し上げまし

ベット・ビルマ語族に属す。村は 10 ～ 200 戸からなり、 て、私の次年度に向けての抱負として述べさせて頂きま
村長がいる。273 の村がある。その 87%の 56,955 人

5 月 26 日ゴミゼロ運動

した。ありがとうございました。
社会奉仕委員会

宇田川博司

委員長

季節外れの猛暑の中、朝９：３０に８人の参加者が集まりました。柏市長の挨拶の後、柏市長と柏駅前のごみ拾い
を行い、多くのごみを集めて地域の美化に協力しました。終了後はコーヒーハウスうららで歓談を楽しみました。
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これからの例会予定
月日
6 月 13-16 日
6 月 21 日
6 月 28 日
7月5日

寄付金達成率（５月末現在）
目標額
R 財団・基金

６月ＲＲ =110 円

達成額 達成率 個人目標

		

例会
移動
通常
休会
夜間

卓話者・他内容
職場見学並びに打上げ親睦旅行
髙田住男会長
(18:30) 新旧役員交替式

出席報告

87.6%

$150

会員数

６８名

223,200 764,297 342.4%

$30

欠席者

１９名

1,326,000 1,161,300

R 財団・ポリオ

曜日
金
金
金
金

石井、江口、江波戸、影山、ゲイビ、小林

（内募金箱 192,997）

米山記念奨学会 400,000 700,600 176.5%

10,000

杉山、住吉、中村靖、花島、廣川、柳、山田、

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ パートナー誕生日：前田

会員

★ 結婚記念日：川和

会員

太時、小林直人、小林正直、小溝、東海林、
湯浅、大久保
出席率

会員

72.06％

ゲスト

★ (^^ ♪
水野会員

今井様、笠倉様、本日はありがとうございます

今井忠（東京臨海ＲＣ）

様

金本会員

希望の風コンサートありがとう！

笠倉勉（しもだて紫水ＲＣ）

様

金島弘（銚子ＲＣ）

次回の例会は

6 月 13-16 日移動例会です。

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。

会長

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

