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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？
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２１２７回通常例会
1. 点　　鐘　岡島昭信　会長 

1. 幹事報告　安田勝紀　幹事

1. 卓　　話　岡島昭信　会長

1. 点　　鐘　岡島昭信　会長

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

①諸岡ガバナーより感謝状の贈呈

水野晋治会員：R 財団統括副委員長

　浅野肇会員：財団資金・推進管理委員長

②漆原ガバナーエレクトより委嘱状

中村博亘会員：地区諮問委員会

鈴木桂三会員：第 11 グループ担当　ガバナー補佐

水野晋治会員：職業・社会・国際奉仕統括委員長

第２１２７回通常例会 (2020.6.26)
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

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/

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 　 安田　勝紀
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卓 　 話 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡島　昭信　会長

　活動におきましては、五大委員長さんのもと各委員会

の委員長さん方によって諸活動が開始されたのでありま

すが、私の中で一番印象に残ったのが、やはり創立４５

周年の記念行事でした。この行事の準備に入ったのは 1

月からでした。毎月、日暮実行委員長さんを中心に会議

を重ね周到に準備を進めてまいりまして、その中で、各

担当部会長さんはじめ委員の皆様には本当にお世話にな

りました。改めて感謝申し上げます。

　お蔭様で、創立４５周年の記念式典及び、祝賀会を立

派に行うことが出来ました。そして台中港東南ＲＣの皆

様には大歓迎会を催し、これは大型の屋形船で行われま

した。「おもてなし」の心をもってご接待を致しました

ので、台中港東南ＲＣの皆様も大変満足されてお帰りに

なったことと思います。

　又、４５周年の記念事業として、タイのアカ族に対す

る支援事業ですね。これは飲料水の浄化装置を現地に設

置したのですが、現地へは有志の皆様に行って頂いた

のでありますが、水野担当部会長さんが予め準備を整え

てくれましたので、お蔭様で設置出来た訳です。これが

現地の人々の大きな恩恵となったことから、この周年行

事は、大変意義のある行事になったと考えております。

４５周年記念行事には、日暮実行委員長さん・高田副実

行委員長さんをはじめ、担当部会長さんには大変お世話

になりましたので、ここで敢えてお名前を挙げさせて頂

　　みなさん、こんにちは。いよいよ私の年度で、今回

の例会が最後となりました。そこで、この一年間を振り

返って私なりの感想を申し上げまして、会長卓話と致し

たいと思います。

　さて、この一年は、一口で言って至らなかった点や、

皆様にご迷惑をおかけしたことが多々あって、大変申し

訳なく思っております。

　先ず、印象的だったのが交替式です。秋山柏市長始め

御来賓の方々、会員パートナーの方々を迎えまして、ロー

タリー旗の引継ぎや会長、幹事のバッジ交換をしていく

中、柏西ロータリークラブの会長の重責を引き継いでい

くという自覚を持ち、柏西クラブを「元気なクラブ」に

していこうということで奉仕活動に取り組んで参ったわ

けです。

　浅野肇会員：補助金プロジェクト小委員長

安田勝紀会員：R 平和フェローシップ小委員長



きます。式典担当部会長の増谷会員、祝賀会担当部会長

の馬場会員、記念事業担当部会長の水野会員、総務・会

計部会長の安田会員、台中港東南扶輪社担当部会長の森

市会員、そして各会員の皆様には大変お世話になりあり

がとうございました。心より感謝申し上げます。

　さて、その他の行事及び活動も、いろいろございまし

た。豊洲市場見学及び屋形船での会食・納涼例会・幼稚

園での餅つき大会への参加・忘年会・新年家族会・子供

食堂及び児童施設慰問・ガバナー公式訪問・クラブ協議

会・合同例会・地区大会への参加等々ございました。2

月中盤までは順調だったのですが、2 月の後半からはコ

ロナの感染拡大の影響によって、我々のロータリー活動

が殆ど停滞してしまいました。こういうことは、かつて

ロータリー史上例が無かったことだと思いますが、ロー

タリー活動に於いて、大変大きな影響を受けた訳です。

今年に入ってから通常の例会が開催できたのは２月７日

まででした。その後２月８日・９日の地区大会、１８日

の合同例会とＩＭは行うことが出来まして、ＩＭには漆

原摂子ガバナーエレクトを当会場にお招きしまして「地

区の連動性について」様々な観点からご講演頂きました。

この辺までは順調に進んできたのですが、問題はそれ以

降です。コロナウイルスの急激な感染拡大によって、例

会は勿論、予定していた行事、奉仕活動の殆どが出来な

くなりました。

　その中でも楽しみにしていたのがやっぱり『京都への

打ち上げ旅行』でした。メインとなる「都おどり」等

は、副会長の高田さんが、いち早く席を確保してくれま

した。会員の皆さんも京都旅行には期待をしておられた

方が多かったと思います。これが自粛せざるを得ないこ

とになって本当に残念でした。高田さん、細田さん、馬

場さん、水野さんには大変ご迷惑をお掛けしました。

　その他、中止になったのは、原子力発電所及び米山記

念館の見学、ボーリング大会、市内の小学生対象の「い

のちと夢のコンサート」等です。人が集まる、集まって

何かするという様なことが出来なくなってしまった訳で

す。

　例会場であるクレストホテル自体使用出来ない状態で

した。また、１１グループの他のクラブに於いても同様

でした。柏東ＲＣ、柏南ＲＣ等はメイン行事である周

年行事さえも中止になってしまいました。その点、我が

西クラブの４５周年行事は、１１月でしたから時期が早

かったので、予定通り行うことが出来ましたので幸い

だったと思っております。

　この様に、悉く中止又は延期になってしまったので、

ロータリー本来の活動が殆ど休止状態になったそのこと

が、正直申しまして大変残念なことであり、また心残り

でもあります。ただ、会の運営上、議決を要する様な案

件については理事会を（持ち回り理事会もいたしました

が）開催させて頂きました。そのような中で、一つ進展

がありました。それはＩＴ・クラブ会報委員長の浅野会

員の発案でパソコンや携帯電話による、所謂オンライン

のズームというシステムを活用して会議が出来ないかと

いうことで、急遽テスト的にですが 4 月２１日に会員

の皆様に呼び掛けまして、１０名近くの方が参加して約

３０～４０分位ですが連絡を取り合い、会議形式の話合

いが出来ることを確認しました。今後、非常時や緊急時

にこのオンラインのシステムを活用して会議をすること

は大変有効な手段であります。ですから、是非前向きに

オンラインの体制作りを考えていくべきだと思っており

ます。

　最後に奉仕活動が、一つだけありますので重複します

がご報告します。５月２２日に私と副会長の高田会員、

幹事の安田会員、市長とのアポイントを取ってくれた飯

合会員、浅野会員、奉仕プロジェクト委員長の水野会員

が立ち会って頂いて、市役所に於いて柏市へ「マスクの

寄贈」を行って参りました。２月以降はこの奉仕活動の

みです。他にはこれといって活動という活動はできませ

んでした。そして最後の６月を迎えたという訳です。年

度の後半をしっかりと締め括ることが出来なくて大変申

し訳なく思っております。

　しかし、これまで、皆様方のあたたかいご理解と、ご

協力のお蔭をもちまして何とかまがりなりにも、この一

年という私に与えられた期間が終了ということになりま

した。これまでやって来られたのも、皆さんのお陰です。

特に幹事の安田さんにはお世話になりました。本当に一

言では言い表せませんが、安田幹事には心から感謝申し

上げます。そして、理事の皆様方、多くの役員の皆様方、

柏西ロータリークラブの皆様方、お一人お一人のご支援

のお蔭だと思っております。そして忘れてはならないの

は事務局の片岡さんです。片岡さんには大変お世話にな

りました。深く感謝を申し上げます。

　しかし何といっても「柏西ロータリークラブ」は４５

周年の伝統ある素晴らしいクラブなのであります。また、

地域のロータリークラブの中でも非常に活発に奉仕活動

に取り組んでいる地域のリーダー的存在のクラブでもあ

ります。

今後、柏西ロータリークラブが益々発展をされ、また会

員の皆様がご健勝であられ、ご自分の事業に於きまして

も、一層ご活躍されますようご祈念申し上げまして、会

長挨拶、卓話とさせて頂きます。皆様、一年間ありがと

うございました。

　



次回の例会は 7 月 10 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。

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	(^^ ♪

　馬場会員　親睦委員会１年間お世話になりました

　安田会員　皆様の支えで１年間乗り切れました、

　　　　　　ありがとうございました

地区役員委嘱状　中村　博亘・鈴木　桂三

浅野　肇・安田　勝紀　各会員

ロータリー財団メジャードナー表彰　金元　元章　会員

感謝状贈呈　地区財団委員長　浅野　肇　会員

出席報告

　　　　　　　５９名

　　　　　　　１２名

江口、落合、小林正直、小林太時、前田、

東海林、鈴木一弘、住吉、塚本、中村靖、

花島、大久保　　　　　　　　　　　会員

出席率　79.66％

会員数

欠席者

これからの例会予定

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

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
7月 10 日 金 通常 プログラム委員長
7月 17 日 金 通常 第１回クラブ協議会
7月 24 日 金祝 休会
7月 31 日 金 通常 親睦活動委員長



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、活動においてハラスメントのない環境を維持し、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にする。


