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ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ

創立：１９７５年１１月 ７日
承認：１９７５年１１月２４日

第２１０８回通常例会 (2019.10.25)
■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

①来月に控えた４５周年行事の段取

1. 点

②忘年会（１２月に予定しておりま

岡島昭信

会長

1. 会長報告

岡島昭信

会長

1. 幹事報告

安田勝紀

幹事

勝紀

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

２１０８回通常例会
鐘

幹事：安田

それから先週１９日には、当クラ

りについて

ブのチャーターメンバーであります
飯合会員が教科書供給、文部科学大

す）

臣表彰を受賞され、その祝賀会に出

③新 年会（２０２０年１月１０日）

席をさせて頂きました。飯合会員は

1. 卓

話 塚本・宇田川 会員

の打ち合わせ、この新年会は家族

４５年間に渡って、東葛地域を中心

1. 点

鐘

新年会ですので、楽しい企画をと

に各学校へ教科書を供給してこられ

いう事で計画しております。ご期

まして、まさに職業奉仕の精神を

待下さい。

もって頑張ってこられたと思います

岡島昭信

会長

会長報告
会長

岡島

昭信

のでご報告させて頂きます。

④地 区大会（２０２０年２月９日）
幕張で行われるため、移動手段に

さて、本日の卓話は塚本社会奉仕

ついて

委員長です。社会奉仕活動は、我々
の生活しているこの地域に於いて

⑤ボーリング（２０２０年３月１３
日）ヤングボウルにて

人々の質を高める為に様々な取り組
みを行っております。塚本委員長の

⑥インターゴルフ（２０２０年５月
１５日）

お話を伺いたいと思います。では以
上で、会長報告とさせて頂きます。

⑦親 睦旅行（２０２０年６月予定）
こんにちは。先週は親睦委員会が
ありまして、出席させてもらいまし

関西方面の予定
⑧西南ゴルフコンペについて

た。親睦委員会の今後の段取りにつ
いての話がございました中で、

有難うございました。

等、親睦委員会として話し合いが
行われましたのでご報告致します。

幹事報告

安田

勝紀

① 2019-20 年度地区大会開催の案内
【1 日目】2 月 8 日（土）アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

委員会報告
①奉仕プロジェクト委員会

水野

晋治

委員長

革手袋の支援を行いました。ありがとうございました。

出席対象者：会長・幹事 / 地区委員長

明日の土曜日に地区のボランティア活動を行います。

点鐘：13：00

②４５周年式典

RI 会長代理歓迎晩餐会 17：50 ～ホテルザ・マンハッタン
【2 日目】2 月 9 日（日）アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張
点鐘：9：30

森市

直樹

部会長

ジャンパーの制作を予定しています。
③ IT・会報委員会

浅野

肇

委員長

４５周年名刺の制作を受け付けています。

②ロータリー希望の風奨学金「風の便り」を受信

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

社会奉仕委員会

塚本

英夫

委員長／宇田川

博司

副委員長

ム（新柏ヴィヴァンホーム）を訪問する予定にしていま
す。訪問の日程は年明けの 1 月末くらいを検討してい
ます。
大久保さんからは、「タオルがいいです！タオルはい
くらあっても足りない」とのことですので、 以前も集
めたことがありましたが、今回も皆さんにたくさん持ち
寄っていただこうと思っています。この事業の担当はア
デルさんと小林さんにお願いしています。
最後に子ども食堂支援ですが、実は私の住んでいる地
域では子供も少ないし、聞いているような環境の子をあ
社会奉仕委員長の塚本でございます。なかなか私には

まり見かけないのですが、市内にはこういう施設がたく

縁のない委員会だと思っていましたので、指名された時

さんあるということですので、引き続き支援をすること

は（私でいいのかな？）と正直思いました。しかし前年

になりました。社会奉仕委員会全体の予算は 40 万円で

度委員長だった宇田川会員が副委員長だということなの

すが、このプロジェクトには 26 万円を投入します。「何

で、お引き受けいたしました。またもう一人の副委員長

をする」ということについては、昨年と同じく 12 月の

に住田さん、委員に秋元さん、水留さん、アデルさん、 クリスマスプレゼントを持って行くことになりました。
そして小林さんという強力な布陣で、岡島年度柏西クラ

具体的には、何箇所かの子ども食堂を訪問するんだと思

ブの社会奉仕活動を進めて参ります。

いますが、詳しくは前年度委員長の宇田川さんにお話し

さて、今年度の活動計画ですが、クラブ活動計画書に
書いてある通り、①大堀川清掃②ごみゼロ運動への参加
③ 幼稚園・老人ホーム訪問④子ども食堂への支援⑤柏

していただきます。
以上が岡島年度の柏西クラブとしての社会奉仕活動の
計画ですが、皆さんのご理解ご協力お願いします。

祭りの協賛を計画しています。昨年度は中止した事業も
あったみたいですが、今年度の奉仕プロジェクト委員会
で大堀川の清掃も復活することになりました。
この中で「柏祭りの協賛」はさる 7 月 28 日に 30 名近
い会員のご参加ご協力をいただき、担当の住田副委員長
の段取りに従い、 無事達成いたしました。今年度も柏
市指定のゴミ袋 300 セットを市民の皆さんに配布しま
したので、
これは前年度と一緒ですが、今年はロータリー
のポリオ活動報告書を中に入れました。これで市民の皆
さんが少しはロータリークラブのことを知ってくれたか
なと思っています。
次に大堀川の清掃です、3 月 28 日（土）を予定して

昨年 12 月 12 日より 22 日に掛けて市内 6 カ所と近
隣 1 ヵ所の「こども食堂」を訪問し、食事に来た子供

います。既に榊さんのご了解済みで、いつものように

達一人ひとりに靴下 3 足セットをプレゼントしました。

10 時に西光院さんに集合して、大堀川の土手掃除をし

靴下セットは 4 つのサイズに男女別のデザインで計 8

ます。そして、終了後弁当を食べて解散とします。水留

種類を用意し、柏西ロータリークラブの熨斗と裏面には

委員が担当します。

小林大時会員作の「じぶんおうえんだん」の詩を付け透

ごみゼロ運動は、柏市の行事で、例年 5 月の最終日
曜日だったと思いますが、西口周辺のごみゼロ運動に参
加します。担当は秋元会員にお願いしています。この二

明袋に入れ、合計 200 足程度のプレゼントすることが
できました。
靴下は下着と同様に服飾としては後回しになる様で、

つの事業は大勢の方が協力していただけると助かります

プレゼントをもらった子供たちには、とても喜んでも

ので、皆さんの積極的な参加を切望します。

らう事ができました。又、虐待や育児放棄によって一時

次に、幼稚園・老人ホーム訪問についてですが。今年

保護をされている子供達には、安全の為所在が非公開に

度は大久保会員が施設長をされている特別養護老人ホー

なっているので児童相談所を通じて、各サイズ合計 50

セットを寄付しました。さらに水野、金本会員がタイの
アカ族を訪問するとの事で、残っていた 50 足ほどの靴
下をもっていって頂きました。
非常にロ - カルな活動で、すが、地域に目を向ける奉
仕は大切なことだと思っています
以上の活動を通し、かなり心に響く事柄がいくつかあ
りました。子供たちにプレゼントを配布していると、サ
イズが明らかに大きいものを選んでいる子がいました。
なぜと尋ねると大きくなっても履けるようにと返答され
ました。今でもその子にもう一足あげればよかったなあ
誕生日おめでとうございます！

と思っています。
時間があればですが、私と同級生の話です。年に何度
か高校の同級生と飲み会みたいな事に呼ばれています
が、その中での一人との話です。私が「地域には、貧困
の家庭があってその子供たちは食べることにも困ってい
るんだよ、何かできないかなって、考えてる人達がいる
んだよ」と話し始めたら、「そんなことは、政治家に任
せておけばいいんだよ、俺らがやることじゃないし考え
るだけ無駄だよ」と言われ、そのあと言葉が出ませんで
した。やはり奉仕は他人に同意を求めるもんじゃないな
と悲しい気持ちになりました。

これからの例会予定
月日
曜日 例会
11 月 8 日
金 通常
11 月 15 日 金 通常
11 月 22 日 金 夜間
11 月 29 日 金 休会
12 月 6 日
金 通常

卓話者・他内容
根来冨士雄会員
創立 45 周年記念式典リハーサル
(17:30) 創立 45 周年記念式典
鈴木一弘財団ＰＰ委員長

出席報告

ニコニコＢＯＸありがとう！

会員数

６３名

★ 本人誕生日：金子

欠席者

１５名

会員

★ (^^ ♪

江口、影山、小林正直、小林太時、東海林、

中村佳弘会員

ラグビーＷＣ感動しました

飯合会員

受賞パーティーありがとうございました

水野会員

北タイ・アカ族支援行ってきます

次回の例会は

11 月 8 日 ( 金 ) 通常例会です。

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。

杉山、助川、住吉、寺田、中嶋、中村靖、
花島、升谷、水留、山田
出席率

会員

76.19％

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。
５．ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境
を維持することを支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラス
メントを報告した人への報復が起こらないよう確認する
（2019 年 1 月理事会会合、決定 119 号）
。

