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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？
2018-19 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/

２０９０回通常例会
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になった齋藤幹事さんの卓話です。

の小学生殺傷事件、そして、元農林
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髙田の元ではやりにくかったこと、

水産省事務次官の長男殺害事件で
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①日本事務局より「2020 年度国際大会：ホノルル」の
日程やマニュアル、登録について、マイロータリーに

委員会報告
①社会奉仕委員会

宇田川

博司

委員長

ゴミゼロ運動参加へのお礼状が届きました。

記載されているので、ご活用ください。
②本田晃前市長・特別会員が 5 月 27 日に逝去されまし
た。お悔やみを申し上げます。
③本日今年度最後の理事会があります。

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「一年間を振り返って」

齋藤

敏文

幹事

いる貧困家庭問題を社会福祉協議会の高橋課長の卓話や
龍ケ崎の NPO 法人みらい子供ネットワークの笠井さま
の卓話を聴き、意外に身近な現状がよく分かりました。
私は地元町会でふるさと会館の運営委員長をしておりま
すが、この話しを聴き、こども食堂を取り入れることが
できないか今年度の事業計画にあげています。
１０月末には例年になく早く地区大会が行われ、二日
間開催されました。初日はマンハッタンホテルで行われ、
地区出向者、パスト GV、会長・幹事が出席対象者でした。
開会の挨拶をした橋岡 GV お膝元である佐倉中央 RC の
早いもので幹事職も第四コーナーを回り息は上がって

会長をしているジャズボーカリスト飯田久美子さんの挨

いますがゴールが目の前となりました。髙田会長の下、 拶がうますぎてガバナーが困った顔をして挨拶が始まっ
合格点をいただけるか分かりませんが何とか着地は迎え

た記憶があります。その夜のパーティーの料理はフル

られそうです。18-19 年度の幹事としてやって来たこと

コースで豪華かつデリシャス、お金かかっているなーと

で記憶の多いところを少し話したいと思います。

思いました。その時ばかりは幹事をしていて良かったな

年度始まる前の人の配置では皆さん二つ返事で承諾い

と思いました。食事の最中、美人ジャズボーカリスト飯

ただきました。特に、若手登用では少し RC を離れてい

田会長とも名刺交換をして FB 友達となり、金本さんか

た髙田会長とのギャップを補い新人の発掘にお手伝いで

らはそういうところは抜け目ないとご指摘受けました。

きたと思います。予算案では、ここは数字に強い髙田会

１１月は、二週目を移動例会に変更して木下大サーカ

長に考えもらえてスムーズに活動計画書も完成できまし

スを見に行きました。参加した会員の方は童心に返った

た。

ことと思います。集合がセブンパークアリオのフード

年度始まりの役員交代式では、RC 旗の引き継ぎ、会長・

コートで、お客様がいる真ん中で髙田会長が点鐘し中々

幹事のバッチの交換と粛々とことが流れ、バッチを中島

ない経験をしました。皆さんフードコートのお昼ですか

前年度幹事から胸に付けていただいたときには、サーこ

らウドンくらいで済ませるのかなと思いきや食事負担金

れからだと身の引き締まる思いをした訳です。その後の

もあったので、行くなりイキナリステーキを注文してい

懇親会では、女性トリオのジャズライブを私が企画して

る人が意外といました。だれだかわかっています。

いたため、この日は午後から音響機材の搬入やらでどっ
と疲れました。

12 月は、社会奉仕委員会が段取りました、こども食
堂のところに靴下のクリスマスプレゼントを持って行く

８月に入ると早速、我孫子 RC と合同でガバナー公式

事業があり、私は布施近隣センターのところに行きまし

訪問がありました。橋岡 GV を迎えるに当たり準備では

た。子ども達やボランティアの皆さんと一緒にご飯を食

タイムテーブルなどでダメ出しが多く大変でしたが、公

べ、ほっこりした気持ちになりました。

式訪問当日、
「我がクラブの奉仕プロジェクト：クラブ

その時宇田川委員長が子ども達と接する時の優しい眼を

の実績、これからの計画・課題」というテーマに対して

観て、長年の付き合いの中で再発見した思いがありまし

中島奉仕プロジェクト委員長と松本ユミ前国際奉仕委員

た。

長に的を絞って発表していただきました。その深掘りし

1 月に入ると、家族新年例会がありました。会場の都

た発表はさすが CLP を取り入れている我がクラブだと

合で火曜日になってしまい、子ども達が夜参加しづら

胸を張れました。そのあと、テーブルディスカッション

かったのが残念で仕方ありません私自身も正月に入って

を行い、各テーブル発表毎に橋岡 GV と溜川 AGV には

すぐ体調を壊し、本来入院しなくてはならなかったので

感想をいただきました。私は合同討論会の進行役をしま

すが一ヶ月間毎日三食お粥で過ごしました。そんな訳で

したが、
手前味噌ですが何とかうまくできたと思います。 体調に自信がなくなり、台湾台中港の参加をお断りして、
そのあとの懇親会では橋岡 GV と中村パスト GV から、 申し訳ありませんでした。今は何とか回復していますの
合同クラブ協議会の内容に対してお褒めの言葉をいただ

で、来週行きますシンガポール視察を兼ねた髙田会長打

きました。

ち上げ旅行を楽しみにしています。

９月、１０月を挟んで、社会奉仕委員会が取り組んで

2 月は、IM がありました。「人口減少とロータリー」

というテーマで首都大学の山下教授の講演を聴きまし

を叶えてドラえもん」の合唱は夢を持っている子ども達

た。学校で授業を聴いているかのようにタイムスリップ

ですから、その歌声にはこみ上げるものがありました。

したのを思い出します。

将来柏西で弓削田健介さんを呼ぼうという風が起こって

４月は、11G の合同例会がありました。昼間はゴル

いるので楽しみです。

フとボウリングを行い、夜はダンスにライブと、、、新し

今までの特に記憶のあることをお話ししました。私が

い企画となりました。特に、夜は柏東 RC の長岡幹事が

幹事となってロータリーの組織に感心したところは、毎

ダンスの先生で音は私が担当したのですから半端なもの

月第一例会あとの３０分前後の理事会でいろいろなこと

ではなくなり、少し懲りすぎた感があります。それでも

が普通に動いていくことです。青年会議所の時は日を跨

金子パスト会長、岡島会長エレクトが先頭になって楽し

いでまで理事会が長引いたことなどしばしばでしたが、

く踊っていただき、担当した甲斐がありました。

ロータリーはさすが、完成された組織で大人の集まりだ

５月は、地区の事業で金本地区青少年奉仕委員長がア

なと思いました。

タマで行なった希望の風「いのちと夢のコンサート」を

最後に、幹事職推薦者である鈴木子郎先輩には会う度

観にクラブからは髙田会長、青少年奉仕委員会から水留

に激励してくれましたし、私の陰のアドバイザーである

委員長、森市副委員長とで千葉に向かいました。地元千

水野会員には良く教えてもらいました。そして、一年に

葉市の小学校二校の５，６年生３００人弱の生徒が参加

なろうとしている幹事の職にそばで寄り添ってもらった

して合唱作曲家弓削田健介さんと一緒になっていろいろ

髙田会長、協力してもらった会員の皆さま、裏方で支え

な楽曲を歌い、子ども達のパワーとポテンシャルを感じ

てもらったご近所の片岡さんに感謝し、話まとまりませ

ましたし、日本の未来は明るいと思いました。特に「夢

んが卓話を終わります。

2019 年規定審議会審議に関す る 報 告 書

規定審議会地区代表議員

山田

修平

2019 年規定審議会は、 2019 年 4 月 14 日～ 18 目、アメリカのシカゴにて開催されまた。制定案 116 件、見
解表明案 1 件の計 117 件を審難し、制定案 47 件、見解表明案 1 件の計 48 件を採択致しました。第 2790 絶区か
らは、千葉 RC と木更津東 RC から合計 3 件が提案され、内 1 件が採択されました。採択されなかった 2 件は、い
ずれも過半数の賛成を得ましたが、 RI 定款の改正でしたので、3 分の 2 以上の賛成が必要のため否決されました。
2019 年規定審議会で採択された制定案の内、クラブに関係のある制定案について、重要と思われる改正を、提
案された順番で以下に述べさせて頂きます。
なお、
「クラブ定款と記した部分は、改正後の定款の条です。
①

クラブ会長の任期を改正する件（制定案 19-22、クラブ定款第 11 条第 5 節）
 クラブ会長に空席が生じた場合、現職の会長が無期限でその役職に留まることを強制されるべきでないため、
会長の任期を就任日から最大 2 年間に制限するという提案です。小規模なクラブでは、このようなことが生じる
可能性があるので、これを救済しようとするものです。

② クラブの年次総会において予算と年次報告の発表を求める件（制定案 19-24、クラブ定款第 7 条第 2 節）
 クラブの年次総会で役員を選挙するだけでなく、予算の執行状況と昨年度の年次報告を行う事が追加されまし
た。
 この制定案には議場から修正案が提出され、その修正案についての提案内容の説明について日本語への同時通
訳に不明な点があり、改正後のクラブ定款が発表になった際に、字句の変更があると思われます。
③クラブの名称または所在地域の変更の通告期聞を延長する件（制定案 19-26、クラブ定数第 19 条第 2 節 )
 クラブの名称または所在地域の変更は、クラブ定款の中で、唯一クラブで変更できる規定です。クラブが変更
する際の会員への遇知期間が、これを議する例会の 10 日前から 21 日前に延長されました。現在、クラブは月に
最低 2 回の例会を開けばよいことになっていますので、改正案の通知期間を 21 目前に延長すべきとの提案が採
択されました。
④欠席のメークアップに関する規定を改正する件 ( 制定案 19-35、クラブ定款第 10 条第 1 節 (c))
 欠席した例会の前後 2 週間以内というメークアップの期聞が、同年度内に変更きれました。この変更により、
年度の初めにメークアップして溜めておくことが出来るようになりました。

ゲスト

米山奨学生

胡

経緒

様

誕生日おめでとうございます！

これからの例会予定
月日
曜日 例会
6 月 21 日
金 通常
6 月 28 日
金 休会
7月5日
金 夜間
7 月 12 日
金 通常

出席報告

卓話者・他内容
髙田住男会長
(18:30) 新旧役員交替式
嶋田英明会員

★ 結婚記念日：齋藤、嶋田、升谷
★ 写真ありがとう！

次回の例会は

升谷

肇・住田

１５名

中塚、中村靖、花島、柳
出席率

会員

77.94％

会員

ゲスト

会員

胡経緒（米山奨学生）

会員

6 月 21 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／浅野

欠席者

小林直人、東海林、杉原、杉山、助川、住吉、

会員

★ パートナー誕生日：寺田、水留、日暮、安田

６８名

石井、江波戸、ゲイビ、小林太時、小林正直、

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ 本人誕生日：嶋田、榎本、升谷

会員数

みゆき・竹澤

雅彦

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

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

柏西ロータリークラブ2018～2019年度

※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

第13回理事会

資料

2019年 6月7日 例会終了後 会 長
開催 日時
髙 田 住 男
ザ・クレストホテル柏
開催 場所
幹 事
齋 藤 敏 文
議
題
概
要
理
事 出欠
髙田住男
○ ①報告事項
❏2018-19年度4月決算報告 (資料添付）
×
秋元慶一
岡島昭信
○
❏ロータリークラブ定款が「2019年規定審議会」によって、改正さ
×
金子 正
れましたので、2019-20年度の活動計画書からは改正後の定款を
金本元章
○
×
記載します。
小林太時
※メークアップ期間2週間以内→同年度内に変更等
嶋田英明
○
増谷信一
○
❏柳肇会員より、6月30日付け退会届け提出
×
松本ユミ
水野晋治
○ ②その他
❏下期会費未納の件
安田勝紀
○
×
●次回臨時理事会 2019年 7月5日(金）17：30～
柳肇
齋藤敏文
○

