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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２１１２回夜間例会 (2019.11.22)
■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/

国際ロータリー２７９０地区柏西ロータリークラブ

創立 45 周年記念式典・祝賀会プログラム
2019 年 11 月 22 日（金）ザ・クレストホテル柏
■第一部

記念式典

17：30

司会

前田

点鐘

会長

国歌斉唱

日本国国歌・中華民国国歌

ロータリーソング

R-O-T-A-R-Y

来賓紹介

徹・湯浅千晶
岡島

昭信

柏西ロータリークラブ会長

岡島

昭信

参加クラブ紹介

柏西ロータリークラブ幹事

安田

勝紀

歓迎挨拶

実行委員長

日暮

肇

会長挨拶

柏西ロータリークラブ会長

岡島

昭信

来賓祝辞

ＲＩ第２７９０地区ガバナー

諸岡

靖彦

様

柏市長

秋山

浩保

様

台中港東南扶輪社社長
記念品の交換

柏西 RC 岡島会長

⇔

蔡文森（Rebar）様
台中港東南 RC 蔡社長

記念事業報告〔アカ族支援事業報告〕 奉仕プロジェクト委員会 水野 晋治 委員長

■第二部
19：00

創立記念特別寄付ロータリー財団ポリオプラス

岡島

昭信

記念表彰並びに記念品贈呈

岡島

昭信

柏西ロータリークラブ会長

祝電披露

柏西ロータリークラブ幹事

安田

勝紀

点鐘

柏西ロータリークラブ会長

岡島

昭信

祝賀会

司会
開宴のことば

馬場

弘（親睦委員長）

柏西ロータリークラブ会長

姉妹クラブ会員・御夫人紹介

岡島

昭信

岡島

昭信

上村

文明

中嶋

利生

森市担当部会長→蔡社長・通訳

花束贈呈（米山奨学会メジャードナーへ）

柏西ＲＣ会長

鏡開き
乾杯の挨拶

第 11 グループ G 補佐

祝宴
アトラクション

「柏ゴールデンホークス」

アトラクション

「佐藤洋祐トリオ」

歌唱

台中港東南扶輪社・柏西 RC 合同

閉宴のことば

柏西ＲＣ会長エレクト

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

様

会長挨拶
会長

岡島

昭信

柏西ロータリークラブ、創立４５
周年記念式典を挙行するに当たりま
して、一言ご挨拶申し上げます。

されました。以来歴代会長が中心と

ロータリークラブ創立４５周年記念

なり先輩会員の皆様が、この柏西

事業の一つとして、支援をさせて頂

ロータリークラブを築き、受け継が

いた訳であります。この「記念事業

れて参りました。昭和から平成、平

報告」につきましては創立４５周年

成から令和に変わり、本日ここに「創

という、この節目を契機に、我がク

立４５周年記念式典並びに祝賀会」

ラブ「柏西ロータリークラブ」は会

を迎えることができました。その功

員基盤をよりしっかりとしたものに

績をたたえ、チャーターメンバーの

していきまして、会員同士の繋がり

方や在籍 40 年以上の会員の皆様に

を、より良いものにするためにも、

は、記念式典の中で表彰をさせて頂

親睦活動を深め、又、１１グループ

きたいと思っております。

や地区に於いても積極的に関わって

尚、 本 日 の 記 念 式 典 に 先 立 ち、

いきまして、活気のある元気なクラ

４５周年記念事業と致しまして、タ

ブづくりを目指してまいりたいと考

本日は、ご多用の中、国際ロータ

イのチェンライ県にあります、バー

えております。更には、５０周年・

リー第２７９０地区ガバナー諸岡靖

ン・カーム村の『アカ族の村へ浄水

６０周年と大きく飛躍をするために

彦・第１１グループガバナー補佐、

施設と小学校に浄水施設及びトイレ

も、努力して参りたいとこのように

上村文明様、並びに補佐幹事、村越

の修理支援』等をしてまいりました。

思っておる次第でございます。

孝一様、そして第１１グループ各会

この村は、アカ族・ラフ族・タイヤ

長・幹事の皆様をはじめ、多くのロー

イ族の１２０世帯、約７００人が居

大変多くの方々にご臨席を賜りまし

タリアン並びに関係者の皆様にご列

住しておりますが、村自体貧困で、

て、誠に有難うございます。皆様方

席を頂き誠に有難うございます。又、

飲料水も清潔では無く、子供たちが

の益々のご発展と、ご健勝を心より

公私ともご多用の中、柏市長・秋山

通う学校のトイレなどは屋根が破損

お祈り申し上げ、柏西ロータリーク

浩保様をはじめ、御来賓の皆様に

しており、雨期やスコールの時期に

ラブを代表して、会長挨拶とさせて

ご臨席を賜りまして、心より感謝を

は大変な思いをしていますので、一

頂きます。本日は有難うございまし

申し上げます。更には、遠路台湾か

刻も早い支援が必要と考え、柏西

た。

本日は、御来賓の皆様をはじめ、

ら、姉妹クラブであります台中港東
南ロータリークラブの蔡会長をはじ
めクラブの皆様、大勢で駆けつけて
くださいまして、
有難うございます。
心より歓迎申し上げます。
さて、柏西ロータリークラブは、
１９７５年１１月７日に、柏西ータ
リークラブをスポンサークラブとし
て設立され、そして同年１１月２４
日に国際ロータリーへの加盟が承認
司会

記念品交換

湯浅

千晶・前田

鏡開き

徹

会員

祝宴風景

祝宴風景

地区財団委員

祝宴風景

歌唱

手に手つないで

前日の成田空港お出迎え

宿泊：相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明

１１月２１日歓迎会・屋形船

東京スカイツリー

これからの例会予定
月日
曜日 例会
12 月 13 日 金 通常
12 月 20 日 金 通常
12 月 27 日 金 夜間
1月3日
金 休会
1 月 10 日
金 夜間

卓話者・他内容
年次総会／第 4 回クラブ協議会
鈴木子郎会員
（19:00 柏一茶庵）忘年会
お正月
新年家族会

ゲスト

国会議事堂見学

台中港東南扶輪社２３名
秋山浩保（名誉会員・柏市長）
様
板倉茂（名誉会員）
様
諸岡靖彦（RID2790 ガバナー）
様
上村文明（ガバナー補佐）
様
村越孝一（ガバナー補佐幹事）
様
結城綾子・高田新也（柏 RC 会長・幹事）
様
木村隆一・藤本行宣（我孫子 RC 会長・幹事） 様
長岡哲也・佐藤一正（柏東 RC 会長・幹事）
様
櫻井好美・關口和行（柏南 RC 会長・幹事）
様
胡経諸・ジョアケン・マハルジャン・キューイーキ
（米山奨学生） 様
大谷京子（地区財団委員・千葉北 RC）
様
出席報告
会員数／欠席者

日本オリンピックミュージアム見学

次回の例会は

12 月 13 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。

出席率

６３名

／

６３名

100％

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

