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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２１１７回通常例会 (2020.1.10)
■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/

２１１７回通常例会

大きな越えなければならない「山」

いくと思う訳でございます。各委員

と言っても良いと思いますが、私の

会におきましては、下期の活動計画

1. 点

鐘

岡島昭信

会長

頭の中では何と言っても「創立４５

を確認して頂きまして奉仕活動に取

1. 会長報告

岡島昭信

会長

周年記念式典」のことでした。この

り組んで頂きますよう御願い申し上

1. 幹事報告

安田勝紀

幹事

行事には、実行委員の皆様はじめ、

げます。
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柏西ＲＣ挙げての全面的なご協力を

さて、今年はオリンピックが開催

頂きましてお蔭様で、無事にそして

されます。それも我が国が会場とい

盛大に挙行することが出来ました。

うことで行われる訳ですので、千葉

本当にありがとうございました。皆

県が関係している処もありまして、

様にはこの場をお借りして改めて感

競技会場としては東京都の次に多

謝申し上げます。

い、８競技が県内で行われます。聖

鐘
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家族新年会

会長報告
会長
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新年、明けましておめでとうござ
います。今年もこうして皆様と新し
い年を迎え、恒例の新年会を開催で
きたことを嬉しく思います。本日は
大変お忙しい中、名誉会員の板倉様、
また米山奨学生の皆様、そして、会
員の家族の皆様、ようこそ柏西ロー
タリークラブの新年家族例会にご参
加頂きまして、誠にありがとうござ
います。振り返りますと、昨年は、
7 月の交替式以来、各委員会の活動
におきましては、それぞれ活発に行
われてきた処でございますが、一番

幹事報告

さて今年の干支は子年であります

火リレー 7 月 4 日（道の駅沼南か

ので、子孫繁栄には縁起のいい干支

ら手賀沼公園。柏の葉公園）。我々

である、「寝ず身」即ち「働き者」

としても協力できる処は協力して参

で財を蓄える意味もあります。更に

りたいと思います。

子の「行動力と財」を意味する。因

私の年度もあと半年ですが、その

みに、子年生まれの守り本尊は「千

中で打ち上げ旅行を４月１６日～

手観音菩薩」です。初詣は「子」に

１８日に予定しておりまして行き先

ゆかりのあるお寺や神社にお参りに

は、京都・奈良方面を考えておりま

行くのも良いかもしれませんね。さ

す。メインは奈良の春日大社参拝と

て、昔から「一年の計は、元旦にあ

京都の芸子衆が繰り広げる「都踊り」

り」と言われています。この「一年

です。もう少ししたらご案内をさせ

の計」の「計」は即ち「計画」とい

て頂きますので多くの皆様のご参加

うことであります。ですから、今年

をお願い致したいと思います。

一年の計画・目標をしっかり立てて

それでは、今年も皆様の事業がよ

その目標が達成出来るように努力し

り発展をされ、そして何よりも健康

ていくことが所謂「会の発展」「自

に留意されまして、素晴らしい年に

分自身の進化」に繫ことになると言

なりますようご祈念申し上げまし

うふうに考えています。また、奉仕

て、会長の年頭の挨拶にかえさせて

活動を活発にやることが西クラブの

頂きます。本日はありがとうござい

魅力ひいては会員増強にも繫がって

ました。

安田

勝紀

③松 本ユミ・櫛田仁一会員へ 2019-20 年度 RLI 実行委
員会委員として委嘱状の送付

①補助金管理セミナー開催の案内

④ RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅠ

日時：2 月 2 日（日） 場所：三井ガーデンホテル千葉

開催の案内

②地区大会表彰について

日時：2 月 1 日（土）10：10 ～ 18：10

クラブ表彰：ロータリー米山記念奨学会功労クラブ（第 18 回）

場所：千葉市民会館

個人表彰：飯合幸夫・金本元章会員 ロータリー財団メジャードナー

⑤ 1 月ロータリーレートは＄1 ＝ 110 円

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

RLI 実行委員委嘱状の送付・松本、櫛田会員

司会

竹澤会員・補佐

PHS 及び５年以上$1,000 寄付継続会員

前田会員

７０歳記念表彰

会場風景
寄付金達成率（１２月末現在）
目標額
R 財団・基金
		

１月ＲＲ =110 円
88.1%

$150

211,200 314,086 114.0%

$30

（内募金箱

56,026）

米山記念奨学会 400,000 662,800 175.0%

10,000

ゲスト
板倉茂（名誉会員）

これからの例会予定
月日
曜日 例会
1 月 24 日
金 通常
1 月 31 日
金 通常
2月7日
金 通常
2月8日
土
2月9日
日 合同
2 月 14 日
金 休会

様

胡経諸・マハルジャン（米山奨学生） 様

次回の例会は

斎藤れな

達成額 達成率 個人目標

1,056,000 1,368,800

R 財団・ポリオ

アトラクション

1 月 24 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。

卓話者・他内容
松本隆一郎社会奉仕委員長
若松英俊様
鈴木健吾会員
地区大会１日目
地区大会２日目
（振替＝ 2/9）

出席報告
会員数／欠席者
出席率

６２名

／

０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

