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第２１０２回通常例会 (2019.9.13)
■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？
2019-20 年度 会長：岡島 昭信

幹事：安田

勝紀

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

２１０２回通常例会

が、皆様の周りでは如何でしたで

葉県に大規模な停電、断水が発生し

しょうか。今回の台風は、コンパク

ているとのこと。柏西ロータリーク

1. 点

鐘

岡島昭信

会長

トではありますが、記録的な強風が

ラブのメンバーと御家族の皆様は御

1. 会長挨拶

岡島昭信

会長

各地に被害を齎しています。県内で

無事でしょうか。一日も早く復旧し、

1. 幹事報告

安田勝紀

幹事

は送電塔が倒れて６４万１千戸が停

日本の皆様が平穏な生活を取り戻せ

1. 卓

話

上村文明

様

電しました。現在も２０万戸が停電

ますよう祈念致します。」

1. 点

鐘

岡島昭信

会長

中だそうです。全面復旧は 13 日以

という文面ですが心配をされてお

降。東京電力管内では千葉県を含む

られます。これに対して私から次の

※点鐘後第２回クラブ協議会を開催

１都６県で９３万５千戸が停電しま

様に返信をしました。返信内容は

しましたが、内容が 9 月 27 日に

した。千葉県内では更に時間が掛か

「台中港東南ＲＣの皆様には、こ

行われるガバナー公式訪問の予行

りそうだということです。今回の台

の度の台風被害について御心配を頂

練習であるため、発表内容は 9 月

風は発達したまま千葉県に上陸した

きまして誠に有難うございます。幸

27 日の会報に掲載します。

ので、各地で観測史上最高を記録し

い、千葉県北西部地域の柏市は台風

た雨よりも強風が特徴の台風だっで

による大きな被害はありませんでし

した。関東に上陸するのは２０１６

た。御心配頂き有難うございます。

年以来だそうです。千葉市に於いて

１１月の創立４５周年記念式典には

は風速５７，５メートルなど千葉、

お待ちしております。」

第２回クラブ協議会

会長挨拶
会長

岡島

昭信

茨城、神奈川、東京の計１５地点で

という、やり取りを致しましたの

最大瞬間風速が観測史上 1 位を記

で皆様にお知らせしておきます。

録しました。関東に上陸した台風と

皆様こんにちは、今回の台風（台
風 15 号）は、千葉県に上陸して、
大きな被害をもたらしたわけです

幹事報告

さて、今日は上村ガバナー補佐、

しては１９９１年以降最も強い台風

村越補佐幹事、柏西ロータリーの斉

となりました。さて、この様な状況

藤様をお迎えしてございます。後程

の日本に於ける台風の被害を心配し

お話しをして頂きます。又、クラブ

た、台湾の姉妹クラブ台中港東南Ｒ

協議会がございますので、宜しくお

Ｃ会長からメールが届いていますの

願い致します。では、これにて会長

で読み上げさせて頂きます。

報告に代えさせて頂きます。有難う

「報道によると、台風の影響で千
安田

勝紀

ございました。

柏南 RC：10/8( 火 )

移動例会：親睦旅行

10/22（火）祝日休会
①ガバナー会より 2740 地区『九州北部豪雨災害』につ
いて、支援依頼：ガバナー権限にて地区一括義捐金とし

委員会報告

て、災害特別基金より 50 万円を送金
①職業奉仕委員会

②例会変更のお知らせ
柏 RC：10/16( 水）振替休会

10/30( 水）任意休会

10/3( 木 ) G 公式訪問例会場：ザ・クレストホテル柏
10/17( 木 )

振替休会

10/30( 木 )

隆一郎

次週移動例会について
市場前駅集合

柏東 RC：9/19( 木 ) 振替休会

松本
９：３０

柏駅ホーム一番前

任意休会

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

８：００

委員長

卓

話

第 11 グループガバナー補佐

上村

文明

様

後はクラブ協議会なんですけども、先ほど会長さんお
話しされてましたけども、直前会長さんですね、副会長
さんですかね。去年やられた経験から当クラブの課題と、
その対策についてお話をされていただきたいというふう
に思います。このへんもかなりガバナーさんの方では気
を配られてるということでございますので、南クラブに
お邪魔した時に、直前会長の岡田直子さんがかなり南ク
ラブの自分のクラブについて色々な課題点、問題点等を
お話ししになっておられました。これだけ言えるのかな
というくらい、沢山おっしゃってまして、私はメモを取
こんにちは。２回目の訪問になりますけど。７月１日

れませんでした。しっかりやっていただけるのかな。こ

より二ヶ月間、岡島会長を始め、会長幹事の方々と一緒

こも高田直前会長さんですので、安心していられるなと

に過ごして参りました。私にとっては勉強になることば

いうように私自身は思っています。それから準備するも

かりです。特にあの柏西クラブさんにおかれましては、 のについてはプロジェクター、スクリーンを用意をして
大変財団に力を入れてらっしゃいます。来年度の補佐を

おいてくださいということでございます。公式訪問につ

担当する鈴木桂三さん。そして今水野さんが地区の方に

いては以上でございます。

出て一生懸命やっていて、結果もですね大変大きな金額

後は 10 月 15 日なんですけども、いよいよ 11 グルー

を財団に寄付をされていて、我孫子も見習わなければい

プの補佐を中心に情報研修会を行います。場所はここで

けないな、という風に思っております。今日は 27 日に

行いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

諸岡ガバナーさんがお見えになりますので、それについ

当日は、今年はクラブを元気にするという統一テーマで

てちょこっとお話をしたいと思います。

やることになっておりまして、柏クラブのパストガバ

11 グループでは、柏西さんと我孫子クラブから合同

ナーの寺島さんに基調講演をお願いしてございます。そ

の公式訪問並びに例会を行います。時間割については我

してその後テーブルディスカッションを行います。だい

孫子クラブと協議をされて頂いてると思いますので省略

たいここ今 7 つなんですけども、もっと大きな形にな

いたしますけれども、10 時 40 分から懇談会がありま

ると思うんで、10 から 12 ぐらいのテーブルを用意し

すけれども、諸岡ガバナーが、なぜか 45 分ぐらい前に

たいと思いますので、そこに DL さん、ディスカッショ

到着を各クラブに公式訪問の時に行かれてるということ

ンリーダーさんにご協力をお願いしてディスカッション

でして、私も 10 時にはこちらの方に来てお出迎えをし

を行いたいという風に思ってます。サブタイトルは自分

たいと思いますので、会長幹事さんよろしくお願いした

のクラブをもっと知るということで、まず自分のクラブ

いと思います。それから諸岡ガバナーさん、懇談会の方

の棚卸しをしてから、どこに問題とやってどこに良い点

にかなり力点を置いて話し合いをするということでござ

があっていうことを各クラブ一緒にのテーブルでですね

いますので、その点について会長幹事さん、そしてエレ

行いたいと思っております。当クラブにおきましては、

クト会長幹事さんもご同席をして懇談会を進めていただ

金本さんと中村パストガバナーさんは、他全体を見てい

きたいと思います。あとクラブ協議会なんですけども、 ただくということで。あと松本さんと櫛田さん、当日ご
その前に卓話がありますね。卓話についてもですね、まぁ

協力いただければというふうに思っております。地区の

大丈夫かと思いますけど、一番最初に行った公式訪問ク

方からも山本さん笠原さん、海法さん、それとあの東の

ラブではなんと 45 分、25 分の予定を 45 分やってしまっ

中村研修副委員長さんがお見えになって、それから藤

たということで、これはちょっといかんかなと思うんで

原さんという方が DL をやってらっしゃいますので、そ

すけども、その後のクラブ協議会までの間に時間調整を

の方にもお願いをしております。全部で 12 テーブルあ

行ったということで、終わりはあったみたいな事をおっ

れば 12 人、最低でも必要なので是非当クラブにおきま

しゃってましたけども、一番最近のクラブではきっちり

しても DL さんお願いしたいなという風に思っておりま

25 分で終わったということですので、なんせ沢山お話

す。

しされる方ですので、そういうご覚悟もよろしくお願い
したいと思います。

以上でございます。ありがとうございました。

ゲスト

柏南ＲＣ

クラブ協議会発表

同

髙田

斎藤様

岡島

住男

森様

昭信

誕生日おめでとうございます！

会長

同

副会長

同

出席報出席報告
会員数／欠席者

６３名

／

１２名

江口、金子、小林太時、小林正直、小溝、東海林、杉山、
住吉、廣川、細田、升谷、山田
出席率

水野

会員

晋治

森市

これからの例会予定
月日
曜日 例会
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

80.95％

奉仕プロジェクト委員長

直樹

青少年奉仕委員長

卓話者・他内容
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

ゲスト
上村文明（第 11 グループＧ補佐）

様

ニコニコＢＯＸありがとう！

村越孝一（第 11 グループＧ補佐幹事） 様

★ 本人誕生日：宇田川

斎藤由紀（柏南ＲＣ）

様

森

様

★ パートナー誕生日：花島

次回の例会は

会員

会員

9 月 27 日 ( 金 ) 合同例会です。

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。

三枝（柏南ＲＣ）

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

