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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？
2019-20 年度 会長：岡島 昭信

創立：１９７５年１１月 ７日
承認：１９７５年１１月２４日

第２１０１回通常例会 (2019.9.6)
■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

幹事：安田

勝紀

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/
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⑤柏商工会議所より 10 月消費税率引き上げに伴い、事
務所の家賃・共益費改定のお知らせ

① 9 月のロータリーレートは＄1 ＝ 106 円

家賃：86,240 円

②米山記念奨学会寄付に対して、表彰品の送付

合計：118,580 円（3 クラブ） 1 クラブ：39,527 円

共益費：32,340 円

榊隆夫会員：第 10 回メジャードナー
日暮肇会員：第 5 回マルチプル

委員会報告

③奉仕プロジェクト推進セミナー開催の案内
日時：9 月 28 日 ( 土）13：00 ～ 16：00
場所：TKP ガーデンシティ千葉

①基金委員会

住田みゆき

委員長

財団セミナーに出席して参りました。

④ガバナーエレクト事務所開設の案内
※諸岡ガバナー事務所と同居

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
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崎 RC の田中久夫さまで、自身が会長をなさったとき

会員増強委員会委員長の中村です。いま当クラブは 2

2014-15 年度は純増 51 人を成し遂げたことで（64 人

名の名誉会員と 64 名の会員がいます。RI 会長のマーク・

が 115 人にしてその内女性が 0 から 7 人にした）、会

ダニエル・マローニーは挨拶の中で「クラブはロータリー

員拡大の講演では右に出るものはいないと寺島哲夫パス

での経験の中心部ですが、今ではクラブのあり方をよ

トガバナーが紹介していました。

り創造的かつ柔軟性をもって決めることができます」と

前段には日本のロータリー 34 地区全体でも 17 － 18

述べています。会員増強のアプローチにおいては、組織

年度は増えたところが 19 地区 518 人増、減ったとこ

だった戦略的、革新的な方策が必要です。地域社会との

ろが 13 地区 368 人減、増減なしが 2 地区、差し引き

より広く、深いつながりができるだけでなく、より多様

で 151 人が増えただけで約 8 万人もいる会員でこの少

な会員に魅力を感じてもらい、積極的な参加を促すこと

なさを危惧していました。

ができるでしょう。実際のところ、ロータリーは家族で

やはり、会員増強がクラブの活性化に繋がるのだと力

す。そうであるにも関わらず、会員組織の構造や、リー

説されています。細かな手法も解説され、勧誘に行くと

ダーシップの欲求などがあることで、今日の若い職業人
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ての参加の機会を提供できます。

2）趣味の同じものが集まる部活をつくったこと。

うちの岡島会長は、基本的には例会の充実、 会員相互

3）他クラブとの夜間交流会を積極的に行ったこと。

の親睦と交流、そして女性会員と若い会員の入会を推進
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日本の全 34 地区の中には、60 歳以上の会員だけの
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クラブと云ってましたが…。これを打開するのは、商店

員さんは積極的に話しかけてください。例会に来て喋ら

街活性化で良く提唱されている三モノなのだと云ってい
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ばか者は会長幹事が引き受け、増強馬鹿に徹しなさい

8 月 31 日土曜日、第 2790 地区会員増強・維持拡大

と云ってます。会員の中で、新入会員を紹介したことの

委員会主催のセミナーに岡島会長と千葉 TKP ガーデン

ある人より絶対的にない人の方が多いそうです。私も、

シティ千葉に行ってきました。約 1 時間半の講演を聴
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高

米山記念奨学会寄付

榊隆夫・日暮肇会員
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これからの例会予定
月日
曜日 例会
9 月 20 日
金 移動
9 月 27 日
金 合同
10 月 4 日
金 通常
10 月 11 日 金 通常
10 月 15 日 火 合同

卓話者・他内容
豊洲市場見学
ガバナー公式訪問
榊隆夫・胡経諸
創立 45 周年部会長
第 11G 合同例会及び情報研修会

出席報告（8 月出席率 85.16％）
会員数

６４名

欠席者

９名

石井、宇田川、小林太時、小林正直、小溝、
杉山、寺田、中村、水留

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ 本人誕生日：斎藤

出席率

会員

85.94％

会員

★ パートナー誕生日：浅野、斎藤、大久保、鈴木子郎、中村博亘

会員

ゲスト

★ (^^ ♪
川和会員

孫中心の９人でイタリア旅行無事帰ってきました

大本國平（柏ＲＣ）

様

浅野会員

親子でスコットランド旅行に行ってきました

胡経諸（米山奨学生）

様

次回の例会は

9 月 20 日 ( 金 ) 移動例会です。

クラブ会報委員／浅野肇・松本ユミ・中塚雅人・湯浅千晶

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、木曜日の午前中まで
※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」

※柏西ロータリークラブ事務局「04-7162-2323」
☆事前に欠席が分かる方は SAA にお知らせ下さい

ロータリアンの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1. 	個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動
する。
2.	取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の
念をもって接する。
3.	自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを
抱える人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。
4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

