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第２１３４回通常例会 (2020.8.28)
■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？
2020-21 年度 会長：中嶋 利生

幹事：助川

昌弘

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/

２１３４回通常例会
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① RLI( ロータリー・リーダーシップ研修会 ) 開催の案内
・パートⅢ
・卒後コース

9 月 7 日 ( 月 )10：10 ～ 18：10

そう、つくばエキスプ

委員会報告
①ポリオプラス委員会

松本ユミ

アフリカ大陸のポリオ根絶報告

9 月 16 日 ( 水 )13：30 ～ 18：00

該当者：日暮・金子・安田・森市・岡島・斎藤会員
②水 野晋治・浅野肇会員へ RLI パートⅡ (8 月 8 日 ) 修
了証書の送付

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
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「縁ありて花ひらき、恩ありて実を結ぶ」出会いを縁に
変えることで花がひらき、それにとどまらず縁を頂いた
ことに、ご恩を感じて恩返しをすることで豊かな人間関
係を築いていくものだと思います。恩人に感謝します。
しかし、感謝の心に根が無ければ実は結べない。お陰様
を忘れず日々精進することの大切さを改めて感じます。
自分の過去を振り返れば、妻を病気で亡くし辛い日々
も過ごしました。また、会社の倒産の危機も幾度とあり
ました。しかし、「人の悲しみ我が悲しみ、人の喜び我
が喜び」とする仲間、先輩たちがいたからこそ今がある
プログラム副委員長

江口秀雄です。宜しくお願いし

のだと感謝します。各種のクラブでの活動を通して感じ
ることは、「人は出会いを求め、そこから新たな人生の

ます。
生まれは長崎県佐世保市です。

少し言葉が訛ってい

るせいか「イントネーションおかしくねえ？」と言われ

価値を創る」のではないでしょうか？柏西ロータリーの
皆様との出会いに感謝をして、これからも「報恩感謝」

ます。長いこと長崎弁しゃべっていましたからね（笑い） この言葉を忘れることなく、人のお役に立てる人生を目
そがんことなかよ
（そんなことはない）わがなんばいよっ
とや（貴方何言ってんの）そぎゃん、こぎゃんが多いで

指してまいります。
本日は、ありがとうございました。

すね。これじゃイントネーションがおかしくてもしょう
がないですね。＾＾
長崎県は大自然に恵まれています。山あり、坂が多く、
沼あり、川あり、海あり、大自然の中で遊んでいました。
川ではウナギを捕まえ、かば焼きにして食べました、海
に潜り貝や魚を食べていました。お陰様でこんなに大き
く育ちました。
仕事は建設業（土木工事業）自称、土を扱うプロ集団
です。二つの会社を経営しています。一つは、株式会社
エグチ柏市船戸 1-18-28

主な工事履歴は、柏の葉キャ

ンパス駅ららぽーと施設の基礎全体の根切工事、土の搬
出を行いました。また、三井ガーデンホテルの根切工
事などを行いました。今は土壌改良を主に公共工事が
90％です。二つ目は、株式会社春日部資材春日部市下
大増新田 281-1 で営業しています。建設発生土（掘削
残土）を受入れ石灰を混入して篩幾にかけ改良土として

ＲＬＩパート２修了証書

浅野会員

水野会員

販売しています。河川の浚渫土も受け入れています。2
つの会社は 12 年前に社長交代しました。今は二人の息
子が強い会社を目指し頑張っています。
さて、今日のテーマは「報恩感謝」です。私の学びの
場は、これまで柏市商工会議所青年部、千葉県倫理法人
会、千葉経営研究会、千葉北経営研究会、経営問答塾、
柏西ロータリークラブ等に所属して現在があります。こ
れまで多くの人に出会い、感動のドラマがありました。
人との出会いの中で、楽しみ、笑い、喜び感動がありま
した。また、大変な時は励まし、寄り添い、共に涙する
場面もありました。松下幸之助の言葉を思い出します。

誕生日おめでとうございます！

寄付金達成率（８月末現在）
目標額
R 財団・基金

９月ＲＲ =106 円

達成額 達成率 個人目標

1,035,000 922,100

89.1%

$150

207,000 113,990

55.1%

$30

米山記念奨学会 600,000 600,000 100.0%

10,000

R 財団・ポリオ
		

（募金箱

これからの例会予定
月日
曜日 例会
9 月 11 日
金 通常
9 月 18 日
金 通常
9 月 25 日
金 通常
10 月 2 日
金 通常
10 月 9 日
金 通常

47,554）

卓話者・他内容
鈴木桂三ガバナー補佐
青野真哉会員
ガバナー公式訪問
湯浅千晶会員・胡経諸奨学生
落合精一会員

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ (^^ ♪
水野会員

アフリカで野生株ポリオ根絶認定

寺田会員

第２回ゴルフコンペ準優勝

花島会員

第２回ＧＣオブザーバー６名参加

会員数

６１名

秋元会員

８月決算終了

欠席者

１０名

安田会員

親睦委員会の皆様ご苦労さまです

青野、小林正直、小林太時、小溝、白水、

出席報告（８月出席率

82.98%）

中嶋会長 親睦委員会の皆様いつも受付ありがとうございます

東海林、鈴木一弘、馬場、松本隆一郎、水

吉田会員 ゴルフ部コンペデビュー戦ありがとうございました

留

★ 本人誕生日：江口

次回の例会は

会員 ★ パートナー誕生日：中塚

会員

9 月 14 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／齋藤敏文、東海林康之、秋元慶一、大久保文宏
卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

出席率

会員
83.61％

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

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。

