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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２１１０回通常例会 (2019.11.8)
■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/

２１１０回通常例会
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図書什器拡充、第３棟改修工事支援、

歯ブラシ・鶏肉等を贈る。
・殆どが片親だけの子供を預かって
いる。

識字向上等の支援を学校、又は村に

・訪問を終えてチェンライ空港に着

対して行ってきました。村では、県

いたのが 19 時半頃であった。

会議員始め、村長、校長、先生、生徒、

以上で、支援の為の訪問等は全て

村人が集まっていました。そして学

終わりましたが、今回のタイ支援活

校のホールに全員集まって歓迎会を

動では、会の会長として現地へ行っ

開いてくれました。現地では中々食

ただけでしたが、世界で良い事をし

べられないような食事もご馳走にな

ようという事で、本当に微々たる事

りました。我々の為に態々、鶏を潰

ではありますが、タイの子どもたち

本日は、会長である私、岡島昭信

して食事のテーブルに出してくれた

が喜んでくれて、少しでも明るく

が所用のため、大変恐縮ですが、例

んです。また、民族衣装を着けた女

なったらと、勝手に思っている次第

会を欠席させて頂きますので、直前

子生徒による舞踏も披露してくださ

です。

会長の高田住男会長様に会長報告を

いました。そして我々が支援した浄

また、この度のタイ支援にはチェ

お願い申し上げます。

水施設や教室、修理したトイレ、教

ンライＲＣの原田義之氏、水野晋治

室等を見てきました。

会員には特にお世話になりました。

先日行って参りました、タイへの支

5 日：①チェンライ生涯特別校慰問、

また金本元章会員、森市直樹会員、

援の話の報告という事で、簡単にさ

チョコレート、即席ラーメンのプレ

住田みゆき会員にはお疲れ様でし

せて頂きたいと思います。詳しく

ゼント。

た。お蔭さまで無事に現地へ行って

は、水野奉仕プロジェクト委員長の

・４３７名の子供達が在籍しており、

来ることが出来ました。大変有難う

方から周年行事の際に報告がござい

内、男子２８７名、女子１５０名。

会長報告の内容につきましては、

ます。今回のタイへの支援は、柏西
ロータリークラブ創立４５周年記念

・先生は６９名で子供たちをみてい
る。

事業の一つとして、タイへの支援を

②国立ダムロン高等学校（中学校）

させて頂いております。会員の皆様

見学、高校生１５００人、中学生

のお蔭だと思います。

１５００人の

さて、１１月３日に柏西ロータ

御協力有難うございました。以上で、
会長報告とさせて頂きます。有難う
ございました。

・非 常に規模の大きい学校である。

リークラブ５名と柏ロータリークラ

また学校としてもレベルの高い学

ブの４名は成田を出発し、その日は、

校である。

バンコックを経由してチェンライに

ございました。柏西クラブの皆様、

・なお、我々を案内してくださった
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事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
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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

幹事報告

安田

勝紀

①１１月のレータリーレートは１ドル＝１０８円
②Ｒ財団の寄付に対して、表彰品の送付

ご連絡が遅くなりましたが、鋸南町災害ボランティ

ました。ブルーシート張りなどの技術系ボランティ

③ 2019 年手続要覧日本語版注文受付開始

アのニーズについては継続対応中ですが、現在は復

A4 サイズ１冊１０ドル
④第１１Ｇ「第７回会長幹事会及び忘年会」のお知らせ
日時：12 月 20 日（金）18:30 ～
角松本店（我孫子市本町）
新年賀詞交歓会」の案内

⑥４５周年記念式典はブレザー・ネクタイ着用の事
⑦地区委員推薦の件（できれば本日中）
⑧台風１５号義捐金 \66,144.- 地区に送金しました
⑨パスト会長会議本日 18:00 クレストホテル

興ボランティアセンターとして住民の生活再建に向
けての相談受付などを行っております。初めての災
害 VC 運営で全く勝手の分からない中、様々な面で
支えて下さった皆様のおかげで何とか過ごすことが
できました。VC 開設中の温かいご支援に深く感謝い
たします。また、十分にお話しをさせていただく時
間もとれず、対応に不手際があったことお詫び申し
上げます。
今回の台風 15 号、19 号 , 豪雨では、千葉県内が
広範囲にわたり被災しました。鋸南町は一段落しま

委員会報告
①奉仕プロジェクト委員会

た。

ズが終了したことにより、10 月 22 日に閉所いたし

塚本英夫会員：ＭＰＨＦ８回目

⑤柏商工会議所「令和２年

お世話になります。過日は色々とありがとうございまし

アセンターは、一般ボランティアが対応できるニー

金本元章会員：ＭＰＨＦ８回以上

場所；割烹旅館

柏西ロータリークラブ 水野様

したが、災害 VC を運営している市町村社協が複数
水野

晋治

委員長

・鋸南町社会福祉協議会より台風支援のお礼ファックス
・北タイアカ族支援訪問報告（４ページ参照）

あり、私共も長柄町に支援に入り始めました。すで
に対応していただいているかもしれませんが、可能
であれば、鋸南町に対して準備を進めていただいて
いた支援について、他の災害 VC にスライドして支
援していただければと思います。勝手なお願いばか
りで恐縮ですが、ご検討よろしくお願いいたします。
末筆となりますが、皆様方もご自愛なさりながら
ご活躍されることをご祈念申し上げます。本当にあ
りがとうございました。
鋸南町社会福祉協議会 吉田

卓話「柏西ロータリークラブ創立 45 周年創立当時の思い出 ( 他 )」

第 15 代会長

根来冨士雄

新しい会員の皆様も多いと思いますので、自己紹介さ
せて頂きます。
私は柏西ロータリークラブ創立メンバー 24 名の一員
で、冨士電設工業株式会社（電気工事業）の根来冨士雄
と申します。幹事の宇田川恵司さんに協力をいただきな
がら努めさせて頂きました。今後ともよろしくお願い致
します。
当時の柏商工会議所（古い建物）にて会合があるので
出席してほしいと言われ、意味も分からないまま数回参
加し、ロータリークラブの会員になりました。今でも

45 年前の当時の事を思い出します。会員資格等も 11

創立の翌年 1976 年 5 月 16 日、柏文化会館でチャター

～ 12 段階の審査がある事も知らずに出席していました。 ナイトを挙行し、全会員と奥様同伴で全員主役となり、
のちに柏クラブの岡野正男さんが地区のガバナーにな

大盛況にて無事終了し、記念すべき思い出となりました。

り、そこでお祝いに子クラブの柏西ロータリークラブが

ロータリークラブ会員は一言で言いますと、それぞれ

誕生したと記憶しています。

の職業にてその地域に奉仕する事が理念だと思いまし

初代会長

た。

副会長

染谷伝三郎

幹事

鈴木千之

45 年間様々な行事がありました。ほんの一例ですが

北村千秋の各氏

ご紹介致します。

例会日

金曜日

例会場

ときわ相互銀行柏支店（現東日本銀行柏支店）

① 1981 年 2 月 22 日、柏西ロータリークラブと台中港
東南ロータリークラブとの姉妹クラブの締結、柏西

会員名

ロータリークラブ会長・染谷正三さん、幹事・板倉

< 柏ロータリークラブから移籍者 11 名 >

茂さん、台中港東南ロータリークラブ会長・劉建止

伊東幸一、岡部久人、北村千秋、菊田孝一、桜井栄、佐

さん、幹事・楊火炎さんでした。

藤克雄、鈴木淳、鈴木千之、関根一正、染谷伝三郎、染

②柏 西ロータリークラブより中村博亘会員が 2009 年

谷正三の各氏

-10 年度の 2790 地区のガバナー就任、特に前後の約

< 榎本特別代表による創立会員 13 名 >

2 年強は大変ご苦労様でした。

石川毅一、板倉茂、小菅一雄、佐藤敬三、清水久吉、鶴

当クラブの会員数について、創立時 24 名に対して

丸俊行、中村博亘、根来冨士雄、増田正司、飯合幸夫、 2019 年度は 67 名で 43 名の会員増です。2790 地区内
保位尊、安田正男、長谷川強海の各氏

でも有数のクラブだと思います。これらも歴代の会員増

以上の 24 名で、1975 年 11 月 7 日に創立致しました。 強委員会、他会員の皆様方のご協力があっての事と思い
現在では、創立メンバーは中村博亘さんと飯合幸夫さん

ます。その他、多々あると思いますが、長くなるといけ

と私根来冨士雄 3 名だけとなりました ( 私流ですが骨と

ないので、ロータリークラブの寛容な気持ちで受け止め

う者になりました )。

て下さい。ご静聴ありがとうございました。

これからの例会予定

R 財団寄付

ＭＰＨＦ８回目

塚本

英夫

会員

月日
曜日 例会
11 月 22 日 金 夜間
11 月 29 日 金 休会
12 月 6 日
金 通常
12 月 13 日 金 通常
12 月 20 日 金 通常

卓話者・他内容
(17:30) 創立 45 周年記念式典
鈴木一弘財団ＰＰ委員長
年次総会／第 4 回クラブ協議会
鈴木子郎会員

出席報告

ニコニコＢＯＸありがとう！

会員数／欠席者

★ (^^ ♪

金子、小林太時、小林正直、東海林、杉山、助川、

水野会員

北タイアカ族支援に行ってきました

金本・住田会員

次回の例会は

感動のアカ族支援に行ってきました

11 月 22 日 ( 金 ) 夜間例会です。

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。

６３名

／

１２名

住吉、寺田、細田、山田、湯浅、花島
出席率

会員

80.95％

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

発表を聞き、最後にここでもチェコレートを配りました。高校生の嬉しい歓声が印象的でした！

特別養護学校の視察＋ミニ支援に続き国立ダムロン高校日本語文化センターの視察、高校生の日本研修旅行の

子供達の瞳は一番輝いました

「センスック寮」に衛生支援

親元を離れ学校に通うための子供寮

子供達によるお礼の踊りを披露してもらい、最後に子供たちに日本から持参したチェコレートを配りました。

修繕も実施したので、小学校への浄水器支援、学校トイレの屋根修繕の贈呈式を行いました。村の方々と一緒に昼食を食べ、

北タイ チェンライ県バーン・カーン村への大型水タンク・浄水器支援を設置し、贈呈式を行いました。同時に既設水タンクの

柏 RC は学校教室の修繕と図書室支援
PC は前回行った際に支援したものです

（識字率支援）行いました。

