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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/

２１２０回通常例会
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みなさん、こんにちは。昨日は、

が、水野会員の計らいで一般の人が

では、本日は以上で会長報告とさ

春が来たと言って良い位い暖かい日

入れないような処を見せて頂けると

せて頂きます。ありがとうございま

でした。今日は少し昨日より低めで

いうことで、これも一見の価値があ
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すが、例年よりは暖かく感じます。

ると思いますので是非ご参加下さい
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③新規米山奨学生の世話クラブとカウンセラーの引受の
ついての依頼

① R 財団の寄付に対し、認証品の送付

※胡経緒奨学生の奨学期間が 2019/04/0/-2021/03/31

水野晋治会員：メジャードナー（$10,000 達成）

により不可能の回答をする

②柏南ロータリークラブ「創立 40 周年記念式典及び祝

④レイソル後援会の総会の案内

賀会」の招待状

日時：2 月 12 日（水）15：00 ～

3 月 24 日（火）16：30 ～式典（廣池学園 廣池千九郎記念講堂）

場所：日立総合グランド内体育館 2F 会議室

18：00 ～祝賀会（キャンパスプラザ 1F まんりょう）

委員会報告

13 日（土）予定で、中部電力「浜岡原子力発電所」の
視察と、少し寄り道をし、今年は日本にロータリーが誕

①奉仕プロジェクト委員会

水野晋治

委員長

にある米山梅吉記念館の見学を計画しております。予算

下記活動計画
職業奉仕委員会

生して 100 年という事で静岡県長泉町（三島市に近い）

委員長

松本隆一郎

やルートなど関係者と詰めているところです。後日予算

昨年の豊洲市場視察に続き、下期は 6 月 12 日（金）～
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

計画など理事会を経て皆様にご案内したいと思います。
社会奉仕委員会

委員長

塚本英夫委員長

②公共イメージ委員会

中村

靖

委員長

皆様、平素は公共イメージ委員会の活動にご協力いた

昨年のクリスマスの子供たちの施設訪問に続き、幼稚

だき、ありがとうございます。

園の訪問、2 月にはメンバーの大久保会員が施設長をさ

1 か月ほど前に上期活動のご報告をしたばかりなので、

れている新柏ヴィバンホームに会員の皆様より持ち寄っ

あまり申し上げる事も見当たらないのですが、下期の活

ていただいたタオルを届ける予定です。来週まで皆様に

動計画について触れたいと思います。

協力をお願いしております。引き続き会員の皆様のご協

会報委員長の浅野さんが能動的に会報製作やウェブサ

力をお願い致します。5 月には柏市の行事ごみゼロ運動

イトの刷新に向かい、中塚会員が facebook の更新を担

に参加し、例年通り柏駅西口周辺を清掃します。

当するという基本形態で当委員会は回っており、私はと

青少年奉仕委員会

りたてて特筆すべき職務はなく、それらを監督し支援す

委員長

森市直樹

6 月 23 日（火）「いのちと夢のコンサート」の開催を計画中

るといった役回りに徹しております。

昨年度地区青少年奉仕委員会主催のコンサートに出演し

ここで皆様がたにお願いしたいのは、地域や社会に向

た「弓削田健介」氏による近隣小学生高学年を対象とし

けて発信していく新たな活動の様相を私たちに伝達いた

た感動的なコンサートを計画しています。2 月の理事会

だきたいという事であります。会員諸氏の方々の熱心な

までに概要の取りまとめを森市委員長にお願いしている

日常の行動こそが私たちの業務の根源であり、それらな

ところです。

くして、当委員会は存在しえません。

※全国を旅しながら年間 200 回のコンサートを行い、

下期においても、数多くの行事が予定されております

旅から得た気づきをもとに教科書や合唱教材に使われる

が、私たちは可能な限りそれらに出席して、皆様の活躍

小中学生のための合唱曲を作曲している。そのスタイル

する状況を確認したいと考えております。微力ながら私

から「放浪の合唱作曲家」と呼ばれている。

も精進してまいりたいと思っておりますので、引き続も

国際奉仕委員会

当委員会の活動をご理解くださるようお願い申し上げま

委員長

金本元章

前半に行ったアカ族支援、台湾姉妹クラブとの交流（接
待）が終わり、年末に地区補助金の収支報告を地区に提
出し、こちらはひと段落しております。

す。
③社会奉仕委員会

塚本英夫

委員長

タオルありがとうございました、募金分も購入し、残

予算執行状況は以下の通りです。

金はニコニコに回します。来週訪問の参加者も募集しま

奉仕プロジェクト委員会 593,220 円／ 1,689,140 円 35.1%

す。タオルまだまだ募集しています。

職業奉仕委員会

183,876 円／

500,000 円 36.8%

④親睦活動委員会

社会奉仕委員会

371,798 円／

400,000 円 92.9%

青少年奉仕委員会

0 円／

65,000 円

0%

国際奉仕委員会

0 円／

500,000 円

0%

馬場

弘

委員長

地区大会の集合は２月９日（日）７：３０、東口マツ
モトキヨシ前です。

卓話「昭和初期の若者とともに学んだカルシュ博士」東京医科歯科大学名誉教授 若松 秀俊 様

これからの例会予定
月日
曜日 例会
2月8日
土
2月9日
日 合同
2 月 14 日
金 休会
2 月 18 日
火 合同
2 月 21 日
金 休会
2 月 28 日
金 通常

卓話者・他内容
地区大会１日目
地区大会２日目
（振替＝ 2/9）
第 11 Ｇ・ＩＭ
（振替＝ 2/18）
RYLA セミナー参加者

寄付金達成率（１１月末現在）
目標額
R 財団・基金

１０月ＲＲ =*** 円

達成額 達成率 個人目標

1,116,000 985,090

R 財団・ポリオ
		

88.1%

$150

223,200 254,540 114.0%

$30

（内募金箱

10,000

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ パートナー誕生日：水野

メジャードナー

水野

晋治

会員

出席報告

75,630）

米山記念奨学会 400,000 700,000 175.0%

R 財団寄付

会員

会員数

６１名

欠席者

１１名

江口、影山、小林太時、小林正直、東海林、
助川、住吉、花島、廣川、細田、湯浅会員
出席率

81.97％

★ (^^ ♪
櫛田会員

母校磐城高校 21 世紀枠センバツ甲子園出場

ゲスト

木村会員

初孫（女子）誕生

若松秀俊（東京医科歯科大学名誉教授） 様

次回の例会は

2 月 9 日 ( 日 ) 地区大会です。

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。

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

