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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？
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を犯さないよう職や住をサポートす

る、声を掛ける、暖かく見守るなど

の運動を推進する会だそうです。７

月が強化月間で今年も７月１３日

（土）13:00 ～アミュゼ柏にて「社

会を明るくする運動柏市大会」が開

催されるということです。

　そして、６月１４日から６月１６

日までは、職業奉仕・メイクキャッ

プ・そして，ご苦労さん会としての

シンガポール旅行でした。旅行にお

世話頂いた　秋元職業奉仕委員長、

そして旅行の手配をして頂いた細田

さん、されに、お留守番をして頂い

た皆さんに感謝申し上げます。詳細

は、秋元職業奉仕委員長から報告が

あると思います。
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① 元 RI 会長 C.K. ホァン管理委員長とメジャードナー・

ポール・ハリス・ソサエティメンバーとの懇談の集い

日時：7 月 25 日 ( 月 )17：00 ～ 20：00

場所：ホテルニューオータニ　ガーデンタワー

②米山梅吉記念館創立 50 周年記念式典開催の案内

　日時：9 月 14 日 ( 土 )　14：00 ～

　会場：東レ総合研修センター ( 三島市 )

③ R 財団（＄1,000）への寄付に対し、認証品の送付

　岡島昭信会員：MPHF ⑥

　川和弘行会員：MPHF ⑧

　榎本洋史会員：MPHF ⑧以上は認証品の授与はありません

④ 2019-20 年度地区役員へ委嘱状

中村博亘：地区諮問委員会委員

水野晋治：ロータリー財団統括委員会統括副委員長

浅野　肇：財団資金・推進管理委員会委員長

　去る６月１１日（火）「社会を明

るくする運動」柏市推進委員会の総

会に出席してきました。当クラブは

当委員会の参与委員になっており、

毎年２万円の協力金を支払っていま

す。当該推進委員会が何をしている

のか、興味がありましたので、参加

してまいりました。柏にある全ての

ロータリークラブ・ライオンズクラ

ブが参与会となっており、毎年２万

円を支払っているようですが、参加

したのは当柏西ロータリークラブの

小職と４つのライオンズクラブだけ

でした。推進委員会の役目は、罪を

犯した人が社会に復帰する場合、社

会に居場所がない為に再び罪を重ね

てしまうことが多いので、二度と罪
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卓 　 話 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙田　住男　会長

　まず。冒頭会員の皆様にこの１年間のご理解とご協力

に感謝を申し上げます。なんとか、今日が 2018-19 年

度の最終の例会となります。ここまで来られたのも齋藤

幹事さん、片岡事務局、そして皆様のお陰だと、深く感

謝申し上げます。１年間の行事諸々については、７日の

例会にてお話されましたので、省略させて頂きます。１

年前の会長となった経緯をまずお話しさせて頂きたいと

思います。

　第３３代の会長、鈴木桂三さんのエレクトであった

１２年前の２００７年、３４代の会長エレクトに推薦さ

れていました。７月頃、日本税理士会連合会の池田会長

から専務理事を要請されましたので、１年間２００日税

理士会館へ出なければならない、任期は２年、しかも無

報酬、千葉県税理士会の副会長の要職を兼務していまし

たので、ずいぶん悩みましたが、皆の説得も有り、引き

受けることにしました。その後は専務理事３期６年、専

務理事終了後、千葉県税理士会会長を２期４年務めまし

た。そのご褒美でしょうか、昨年３月、旭日小綬章とい

う勲章を頂きました。その間１２年間ＲＣは休会と同様

の形となりました。

　日税連とは、国税庁ないし主税局との要望や連絡調整

をする役目です。国税庁の下部組織が国税局で全国に

１２あります。国税局との要望や連絡調整するのが各地

の税理士会で、全国に１５単位会があります。国税局の

下部組織が税務署で、要望を連絡・調整するのが税理士

会の支部です。税理士会の仕事は、税理士の監理監督と

中小企業を守るために、税制や税務行政はこうあるべき

である、ということを建議する団体です。小職の専務時

代の最大の建議は、申告の誤りについて税務署は５年間

遡れるのに、国民は１年しか遡れないという不公正さを

是正すべく運動し、税務署と同様に５年遡れるというこ

とになりました。税理士会の役職も、閑職の顧問という

形になり、ロータリークラブへにも参加できるようにな

りました。

　結果的に会長エレクトを急遽断りましたので、結果的

に、ＲＣを裏切ったということになったと思っていまし

た。そんな私ですから、柏西ＲＣから会長職の話があり

ましたが、道義的に引き受けることができないというこ

とで断っていましたが、会長職を熱望されていた松本ユ

ミさんが体調を崩し、彼女からも引き受けることをお願

いされましたので、恥ずかしながら、引き受けることに

させて頂きました。

　会長に就任する際、一番頭を悩ましたのは、「インス

ピレーションになろう」という内容です。英語圏の人に

はピンとくる言葉でしょうが、私には意味内容が腹に納

まらない。どのように理解しどのように行動すれば良い

のか解らない。これが１年間続きました。結果的に何を

皆様に伝えたか得たのか解りません。申し訳ありません。

　しかし、会長をやらせていただくと良いこともあるん

です。ロータリーの例会で毎週皆に会う楽しみが主でし

たから、ロータリーの目的（クラブ定款第５条）である「意

義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育

むことにある」についても、「意義ある事業の基礎として」

とは何のことかも考える機会を与えていただきました。

「超我の奉仕」「最も良く奉仕する者、最も多く報いられ

る」という標語との関係、行動基準である「四つのテス

ト」など勉強することができました。また、ロータリー

の全ての行事に参加でき、我がクラブの活動を理解する

こともできました。辛いこともありました。毎週訪れる

「会長報告」。ロータリーに関係する内容を報告するとい

うプレッシャーで、時には「会長報告が長い」とか「Ｓ

ＡＡにロータリーに関係することを話せ」と忠告された

り、広報を担当する浅野さんからは、「会長報告まだ届

いていないよ」と催促されたりしましたが、それも今回

で終わります。お世話になりました。

　今年度は、台中港東南ロータリークラブへの訪問（周

年行事への参加及び我がクラブへの４５周年行事への参

加要請）、これには嶋田国際奉委員長にお世話になりま

した。そして、シンガポールでの例会参加・髙島屋の現

状、シンガポールの実情など　会長お疲れ旅行を兼ねた

旅行、これには秋元職業奉仕委員長のお世話を頂きまし

た。２つの外国旅行をさせて頂きました。

　それでも、約２００万円の予算残高を残すことができ

ました。重ねて申し上げます。これも齋藤幹事さん、事

務局の片岡さん、そして各委員会の委員長をはじめ、会

員の皆様のお陰で本日最終の例会を迎えることができま

した。感謝を申し上げて、会長卓話とさせて頂きます。



クラブ管理運営兼戦略計画委員会　岡島　昭信　委員長
　クラブ管理運営委員会として、各委員会の下期活動報

告を申し上げます。

【１】プログラム委員会

　今年度の例会は、合計４６回でございました。下期例

会は、２３回ありました。そのうち卓話について申し上

げますと、新入会員による卓話は１１回です。その他、

合計例会２回、クラブ協議会が本日を入れて２回。その

他、夜間例会としては、新年家族例会、インターゴルフ

の後の例会、打ち上げ旅行の移動例会等がございました。

今年度は、年度を通して新入会員が少なかったことも有

り、外部卓話者への卓話依頼については、多方面の分野

の方にお願いすることを心掛けました。また、水野会員、

金元会員のアカ族訪問について急遽、卓話にお願いした

こと等は、“ 年度始めに申し上げた新しい風を含んだ奉

仕活動 ” を示唆する卓話であったと思います。その他、

心掛けてきたことは

①充実した例会を企画する。

　 会員の人脈を生かし、また会員の希望等を聞いて卓話

者を決める。

②台中港東南ロータリークラブの４０周年行事に参加する。

　については、不十分ではありましたが、何とか会長始

め会員の皆様のご協力により、無事に終了できたのでは

ないかと安堵している処であります。一年間ありがとう

ございました。

【２】親睦活動委員会

　ロータリーの目的は、意義ある事業を基礎として、奉

仕の理念を奨励し、これを育むことにあります。このこ

とから、親睦活動委員会は、活気ある例会の開催の実現

に向けて、積極的に取り組んでまいりました。また、会

員同士の交流を深める為に、親睦活動に力を入れ、本来

の親睦と奉仕活動が、より深まるような高田年度にでき

たことは皆様の当委員会へのご理解、ご協力、積極的な

参加を頂けたことと感謝申し上げます。

　活動計画として

①「毎例会の受付を担当する」

　 柳委員長が体調不良で例会に出席できなかった為、飯

合委員長と協力して行いました。受付は新人が配属さ

れるのが恒例となっておりますが、中には例会出席も

ままならなかった新人もいて中々ローテーションを組

めなかったのも現実でした。それでも何とか遣り繰り

をしてできましたことに感謝します。

② 「3 月 8 日インターゴルフ千葉カントリー梅郷コース

での開催」

 　 ゴルフ日和の中、総勢 20 名で開催しました。金子会

員が優勝しました。特筆は、川和会員が準優勝とドラ

ゴンを持っていきました。

③ 「４月１７日、１１グループ例会（ゴルフとボウリン

グ）懇親会の開催」

　 例年では、ゴルフと合同例会でしたが、溜川ＡＧＶ年

度ではゴルフに参加できない会員の為にボウリングも

行いました。合同例会後の懇親会では、ダンスにライ

ブと大いに盛り上がりました。因みに、ゴルフの部は、

新入会員の花島君が優勝をもぎ取りました。

④ 「６月１３、1 ４、15、1 ６日シンガポール視察」シ

ンガポールロータリークラブとの交流、シンガポール

高島屋視察など、職業奉仕委員会と親睦活動委員会の

協力で、高田年度の打ち上げ旅行を２０名の参加者で

実施することができました。

【３】出席委員会

　ロータリアンとしては、例会に出席することが基本で

ありますので、委員長さんが、楽しく魅力的な例会の環

境を構築するということに、意を注いでまいりました結

果、皆様方の積極的な例会の出席を頂きました。また、

地区での活発な活動や他のロータリークラブ例会出席の

メークアップによって良好な出席実績を確保することが

できました。懸念材料と致しましては、長期欠席者の人

数が目立ってきた点であります。推薦者の方々のフォ

ローを是非お願いしたいところです。

【４】研修委員会　

　研修委員会は昨年暮れに行われた研修会に引き続き、

入会３年未満の方を対象にした第２回目の研修会を考

えておりましたが、中々実現できずにきてしまいました

ので、大変申し訳なく思っている次第です。しかし、先

日のシンガポールにおきましては、シンガポールのロー

タリークラブの例会にメークアップをさせて頂きました

が、これは考えてみると中々体験できない勉強をさせて

頂いた訳で、視察と同時に様々な研修でもあったと思う

第 ６ 回 ク ラ ブ 協 議 会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 司会　齋藤　敏文　幹事



次第です。

　以上、下期に於ける各委員会におきまして、より活性

化をはかり、会員間の親睦を深めていくことができたら

と考えております。皆様方におかれましてはクラブ管理

運営委員会へのご協力、誠に有難うございました。以上

をもちまして、下期活動報告とさせて頂きます。

奉仕プロジェクト委員会　代読　宇田川博司　社会奉仕委員長
　　職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕から成

る４つの委員会の、今期の活動の報告をさせていただき

ます。

　職業奉仕委員会は、今年度秋元委員長、住田副委員長

のもと、当会の影山会員の協力を得て、6 月 13 日より

シンガポールに行きました。シンガポールは英語、マレー

シア語、中国語、タミール語と幅広い言語を持つ多民族

国家、多国籍企業でありまた、観光立国であります。シ

ンガポールのロータリークラブへの例会出席、交流を図

り、シンガポール高島屋店の見学、研修、多くの学びを

頂きました。その意味でも、日本だけではなく広く海外

をも視野に入れ、職業奉仕活動がなされるのは、画期的

な出来事であり、その行動力に感謝いたします。

　次に社会奉仕委員会について述べさせていただきま

す。今年度 374,000 円の予算のなか、大きな内訳とし

て７月、柏祭り等の支出で 129,000 円、１２月子供未

来基金、子供食堂に来る子供たちに靴下プレゼント等の

支出で 213,874 円を使いました。地域の未来を担う子

供たちに重点を置きロータリアンとして可能な調査、研

究をし、さらに様々な奉仕活動をしている団体や個人を

訪問し且つ、社会福祉協議会等と交流し支援をいたしま

した。従前の八項目もの幅広い活動と違い、子供をと言

う一点に絞り社会奉仕活動をいたしました。

　青少年奉仕委員会については、RYLA の参加を米山奨

学生テイ・リョウ君、水留委員長、森市副委員長３人が

参加いたしました。RYLA についても、今後も是非参加

を促し、継続していく考えが示されました。

　最後に国際奉仕委員会です。上期タイ、アカ族に義捐

金 36,000 円支出しました。

　今年２月２１日（木）から２４日（日）３泊４日で台

湾姉妹クラブ訪問をいたしました。今年、親交を深めそ

して、柏西クラブ４５周年に向け、岡島会長年度でよ

り懇親を深められるよう道筋をつくりました。来期国際

奉仕活動については、45 周年、台中港東南クラブ招待、

アカ族支援と流れができており、問題はありません。

　以上奉仕プロジェクト委員会報告です。

会員増強委員会　増谷　信一　委員長
　会員増強委員長の増谷です。　宜しくお願い致します。

　昨年、高田会長年度スタートの 7 月には、金子前会

長の、７０名から会社の移動や退会等で、３名の退会者

が出てしまいました。又、１２月末にも新たに２名が退

会し、合計５名が退会をしてしまいました。その結果、

本年１月には６５名のスタートから始まりました。

　しかし、寺田会員・助川会員のお陰により、「花島伸

幸さん」が１月の新年例会で本年度第１号の入会者と成

りました。その後、２月に「大久保 文宏様」、４月には

「SMBC 日興証券の志村支店長」の移動により、「白水志

治（しろみず ゆきはる）支店長」が後任で入会をして

下さいました。今日現在、柏西 RC は６７名の会員数に

成りましたが、今月の理事会で１名の退会届が出て、受

理を致しました。

　最終的には、岡島会長年度に６６名のスタートで渡す

形となってしまいましたが。次年度の、「中村佳弘会員

増強委員長」に期待をしながら、早く又７０名の大台に

のせて頂き、マグロの解体ショウを見たいと思います。

次年度は、解体ショウは無かったでしたっけ？

　最後に成りますが、金本増強・分類委員長を始め、湯

浅副委員長・寺田委員・杉原委員そして、全会員の皆様。

大変お世話に成りました。以上で、会員増強委員会から

の「下期活動報告」とさせて頂きます。一年間、ありが

とうございました。



公共イメージ委員会　浅野　肇　クラブ会報委員長
　前期に引き続き、会報の遅滞の無い発行を行うことが

できました。ただし Facebook が相変わらず手付かずな

ので、次年度は専属を決めて情報発信に努めたいと思い

ます。

ロータリー米山記念奨学会　小溝　正行　委員長
　本年　柏西クラブでは麗澤大学の丁亮さんの世話を一

年間して参りました。米山年度は４月に始まり３月に終

わる事になっているで、実質的には３月でカウンセラー

としての業務は終了していることとなります。

　寄付金につきましては目標４０万円に対し７０万６千

円と多額にいただきありがとうございました。

　新年度は胡経緒を当クラブがお世話することとなりま

した。引き続き新米山奨学生に対して今まで以上の関心

を持ってお世話をお願いいたします。

ロータリー財団委員会　助川　昌弘　委員長
　ロータリー財団基金委員会、助川です。下期活動報告

をさせて戴きます。

　財団委員会としましては、ロータリーメンバー 1 人

当たりの寄付金額、年次基金 150 ドル、ポリオプラス

への寄付金額 30 ドルの目標達成を推進するため、下期

も一人でも多くの方からご賛同を頂けるよう進めて参り

ました。結果としまして、年次基金、ポリオプラスとも

に目標額を上回る事が出来ました。皆様の深いご理解と、

ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございます。

　反省点としまして、自分自身の財団基金への思慮が不

足し理解がまだまだ浅く、メンバーの皆様に正しく伝え

きれなかったと思います。在籍年数の短い会員の方々に

も、もっと丁寧に伝える時間をつくるべきだったと思い

ます。この経験を活かしまして、今後も財団基金、ポリ

オプラスの寄付に協力して行きます。一年間ありがとう

ございました。



次回の例会は 7 月 12 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
溜川良次（11G ガバナー補佐）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	(^^ ♪

　溜川Ｇ補佐　大変お世話になりました

　髙田会長　１年間ありがとうございました

　齋藤幹事　シンガポールで娘と２人で観光できました

　秋元会員　シンガポールありがとうございました

　水野会員　シンガポールありがとうございました

　細田会員　シンガポールありがとうございました

　中村佳弘会員　すごく良い事がありました

　飯合会員　快気祝いありがとうございます

2019-20 年度地区役員へ委嘱状

出席報告

　　　　　　　６８名

　　　　　　　１６名

石井、江口、江波戸、影山、金子、ゲイビ、

小林正直、小林直人、小林太時、東海林、

杉山、杉原、住吉、廣川、柳、山田　会員

出席率　76.47％

会員数

欠席者

R 財団寄付　ＭＰＨＦ　　岡島・榎本・川和会員

ゲスト　第 11 Ｇガバナー補佐　溜川良次様

これからの例会予定

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
7月 12 日 金 通常 嶋田英明会員
7月 19 日 金 通常 第１回クラブ協議会
7月 26 日 金 通常 馬場弘会員
8月 2日 金 通常 齋藤敏文会員
8月 9日 金 通常 日暮肇会員

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
クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで


