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漆原摂子 様

会長挨拶
会長

中嶋

利生

皆さんこんにちは。本日は漆原ガ
バナー、久我地区副幹事、また多数
のゲストの参加をいただき、通常例
会及び、第３回クラブ協議会を行い
ます。
今年度２７９０地区漆原ガバナー
は、クラブが主役となり、奉仕の理
念の実践を！というスローガンを
用い、中、長期の活動を方向づけ
る、４つの戦略的優先事項を掲げら

れました。そして、仲間に対する思

日開催、１７名の参加が決定され

いやりを持ちながらクラブ戦略計画

ています。ここで会員各位のロータ

を立て、４つの優先事項のローテー

リーの意義を確認していただき、適

ションに取り組もうと発信しており

応力を高めていただきたいと考えま

ます。そこで柏西ロータリーも８月

す。

２１日にクラブ会長経験者に参加を

当月は教育、識字率向上月間で

得て１回目の長期、中期活動計画つ

す。財団寄付を通じ世界の貧しい子

くりの会議を開催し又、９月１８日

供たちの識字率向上そして、ポリオ

にも２回目の打ち合わせを行いまし

根絶に向け、会員一人一人の年次基

た。４７代、水野会長、４８代、塚

金１５０ドルの寄付、ポリオ３０ド

本会長、４９代、ゲイビ会長等の会

ルの寄付を早期に達成したいと思い

長予定者も参加し、まずは５０周年、

ます。是非皆様の温かい心で寄付を

に向けた今後の活動指針を方向づけ

お願いいたします。

たいと考えます。これについては、

最後に来年度ガバナー補佐を柏西

後程水野委員長よりクラブ協議会に

クラブの会員を推薦することが理事

て発表していただきます。

会で決定され、多大なロータリー活

また、今年度柏西クラブでは、５

動に貢献されている金本会員が推薦

年未満の会員向けインフオーマル

されました。皆様の応援を宜しくお

ミーティング、研修を年２回行う予

願いします。以上会長報告を終わり

定です。１回目については１０月２

ます。

②塚 本英夫・櫛田仁一会員が毎年 1,000 ＄を寄付し、

幹事報告

助川

昌弘

世界中の地域社会に貢献するポール・ハリス・ソサエ
ティー (PHS) に入会、認証品を受理

①飯 合幸夫・榊隆夫・鈴木桂三・日暮肇会員が R 財団
へ 1,000 ＄寄付。
（マルチプル PHF8 回以上ですので、認証品無し）

卓

話

③米山奨学生・カウンセラー視察研修事業の案内
期日：10 月 25 日 ( 日）～ 26 日 ( 月 )
宿泊先：ホテルブルーベリーヒルズ勝浦
ＲＩＤ２７９０ガバナー

漆原

摂子

様

上げる中村パストガバナーがいらっしゃり、会員基盤を
はじめ奉仕活動や財団へのご理解ご寄付等々、お手本と
させていただくクラブの一つでございます。クラブ戦略
計画にも既に着手していただいており、益々の活性化を
期待申し上げる次第です。また本年７月にご案内いたし
ました次年度からの新グループ編成につきまして、こち
らのグループには新しく野田エリアから 3 つのクラブ
が加わります。どうぞ暖かくお迎えいただき、新しい出
会い、奉仕の機会或いは親睦の機会を開いていただくご
準備をお願い申し上げます。
それでは卓話に移らさせていただきます。直近開催の
柏西ロータリークラブの皆様こんにちは、本年度ガバ

ＲＩ理事会において、今年度の強調事項が３点発表にな

ナーを仰せつかっております、勝浦ＲＣ所属の漆原摂子

りました。

です。今般はこのコロナ禍の中、ガバナー公式訪問例会

１、新型コロナパンデミックに対する奉仕活動に、積極

を開催していただき、また多くの会員の皆様にお集りい

的に取り組もうということ。

ただき、心より御礼を申し上げます。調整にあたってい

２、まずは現状の会員の維持。

ただきました鈴木ガバナー補佐にも感謝申し上げます。

３、このような状況下、オンラインツールを利用した会

この例会に先立ちまして、柏西クラブの役員の方々と

合（理事会や例会、委員会など）に慣れて、積極的に

懇談会をさせていただきました。こちらには、尊敬申し

活用しましょうということ。ただし、オンラインに不

慣れな会員さんを取り残すことのないようにお願いし

るか、クラブの目標を立て、それに向けてどのようなス

ます。

テップを踏むべきか、といった中長期的なスパンでクラ

また、ＲＩ理事会とＲ財団管理委員会は、7 つ目の重

ブの存続そして活性化を考えるべきです。会員一人一人

点分野「環境の保全」を追加しました。この環境の保

がクラブの将来を真剣に考える、すなわち参加者のクラ

全は、グローバル補助金によって実施される奉仕活動や

ブへの積極的なかかわりを促すという、ＲＩの 4 つの

平和フェローのひとつに加わります。この申請は来年、 行動計画の一つですが、これに繋がるのです。戦略計画
2021 年 7 月 1 日からとなります。
改めてご紹介致します、今年度のＲＩ会長であるホル

委員会というものがないクラブでも、少なくとも理事会
において、クラブの現在そして未来を考えていただきた

ガー・クナーク氏、ドイツからは初めてのＲＩ会長です。 いと思います。
大変長身で、鼻メガネがユニークです。新年度を迎える

３．新会員を慎重に選びましょう。

にあたり、最新のビデオメッセージが届いておりますの

クナーク会長は当初より、会員増強の数字だけにこだわ

で、こちらをご覧下さい。

るのではなく、自分のクラブに合った会員を慎重に考え

さて冒頭、クナーク会長は、「日本のロータリアンは

入会してもらい、そして入会したら一生涯ロータリーを

職業奉仕と親睦を大事にしている」とコメントされまし

やめないで続けていけるような配慮が大切だと仰ってい

た。なるほど日本の事情によく精通されているなと思い

ました。即ち、既存の会員を大切にするということです。

ます。過去からの礎は職業奉仕、即ち自身の仕事や活動

ロータリーは毎年、入会した人数とほぼ同数が、自然減

を通して社会に貢献すること、これは今も昔も変わらな

も含め、退会している状況です。しかも現在はコロナ禍

い、ひとつの定義と思います。そしてロータリーのビジ

のため、会員のクラブ離れは平時より微増と思われます。

ネス倫理や親睦や社会奉仕に対する価値観を共有できる

今一度クラブ内を見渡していただき、コロナ禍により事

ような、若い会員を引き入れ、活動することは、未来へ

業継続が厳しく、退会を検討している会員には、規定審

の基盤となると仰っていると理解します。コロナ禍の中

議会を経て柔軟性が導入された標準ロータリー定款への

ではあり、困難を伴うが、これは同時に機会の扉を開く

適応力を高め（これもＲＩの 4 つの行動計画のひとつ

もの、今こそＲ再生のとき、変革のときであると仰って

です）、会員身分や出席に関する例外を細則に適用し、

います。コロナと共生し「新しい日常（ニューノーマル）」 クラブに留まっていただくことも一考です。まずは今の
に適応することで、今後また起こりうる厄災に対する備

大切な仲間を失うことのないようお願いする次第です。

え、未来への備えに繋がるということです。またクナー

４．10 月の世界ポリオデーに合わせたイベントを。

ク会長は、特にガバナーのクラブ公式訪問の際に次の４

こちらは、私たちが 30 年以上にわたり取り組んでまい

つを伝えるようにと強調されました。これは今年 1 月

りました、ポリオ根絶運動を周囲にお伝えし、広く支援

にアメリカのカリフォルニア州サンディエゴで開催され

者・賛同者の輪を広げる目的です。現在ポリオ常在国は

た、ガバナーエレクトとして最後の公式研修である「国

パキスタンとアフガニスタンの 2 国ですが、コロナ禍

際協議会」に出席した際に、発表されたものです。その

のためにワクチン接種が従来通りに実施出来ず、発症者

時はコロナがこのようなパンデミックになるとは誰も思

も微増しています。一方、ロータリーが今までポリオ根

いませんでしたので、内容に少し隔たりを感じるかもし

絶のために築いてきた大規模なインフラを、現在はコロ

れませんが、ＲＩ会長の指示でございますので、お話さ

ナ感染拡大の防止に利用してもらうことで、支援を続け

せていただきます。

ています。つまりポリオ根絶のためのノウハウが、現在

１．新しい革新的なクラブモデルを作りましょう。

最もパンデミックで脅威となっているコロナ禍を食い止

ロータリークラブというのは、決して敷居の高い、お金

めるべく、役立っているのです。ＲＩの 4 つの行動計

持ちだけが集まるようなクラブではないと信じていま

画の、適応力を高めて対応した結果、周囲により大きな

す。特にここ数年はローターアクトクラブの拡充が言わ

インパクトを与えています。世界ポリオデーは毎年 10

れています。このような若い人たちの活動は地域社会に

月 24 日ですが、昨年は 136 カ国で 4,000 を超えるク

おいて、周囲により大きなインパクトを与え、賛同して

ラブが 5,900 件以上のイベントを実施しました。今年

参加したいと思う人が増える、すなわち参加者の基盤が

はコロナ禍のため実施は困難かもしれませんが、バー

広がるのではないでしょうか。この２つは、ＲＩの４つ

チャルな方法や三密を避けた方法など、そのアイデアを

の行動計画に含まれております。

いくつかご紹介します。

２．すべてのクラブは戦略計画を持ちましょう。

・ポリオ根絶特別例会：ポリオ根絶の動画を上映したり、

これもここ数年言われ続けていることです。現在コロナ

ポリオに詳しい人を卓話に招き、まずは会員の認知を

禍のために、退会を余儀なくされる会員も微増しており

はかる。

ます。有効なワクチンが出来るまでは、コロナと共生を

・バーチャル講演会／パネル討論会： 感染症やワクチン

せざるを得ません。そのような中だからこそ、各クラブ

の専門家、ポリオ経験者などを講演者やパネリストと

は自分のクラブの現状を見つめ、５年後はどうなってい

して招き、一般の人も視聴できる方法でオンライン配

信する（Zoom、フェイスブックライブ、YouTube ラ
イブなど）
。

さてこれまで、ロータリーは今こそ改革の時であると
いうクナーク会長のメッセージや、適応力を高め柔軟に

・赤 いＴシャツを着て応援：10 月 24 日に END POLIO

対応することや、多様性を受け入れましょうと申し上げ

NOW の T シャツや赤いＴシャツを着た自撮り写真を

て参りました。一方 RI は、ロータリーの基本理念は不

ソーシャルメディアに投稿し、ポリオ根絶への寄付を

変であると言い続けています。規定審議会でのいくつか

呼びかける。

の変更事項は、ロータリーの本質からの逸脱を認めるも

いずれにしましても、10 月のイベントについては、 のではありません。つまり、ロータリアンは事業や専門
皆様の健康安全を第一に、ご無理のないようにお願い致

職及び地域社会のリーダーであることに変わりはありま

します。

せん。ロータリーの基本的信条である「ロータリーの目

それでは今年度地区活動方針についてご説明致しま

的」に変更はありません。ロータリーの最も大きな特徴

す。YouTube での地区研修協議会でもお話致しました

のひとつである「４つのテスト」及び５大奉仕部門に変

が、今年は日本に最初のロータリークラブ、東京ロータ

更はありません。ロータリーの５つの中核的価値観、奉

リークラブが設立されてから 100 周年を迎えます。こ

仕・親睦・高潔性・多様性・リーダーシップにも変更は

の節目の年に、原点であるロータリーの目的、すなわち

ありません。また、国際ロータリーを成り立たせている

「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励しこれを

各クラブは、標準ロータリークラブ定款に違背しない限

育むこと」に戻り、クラブが主役となり、奉仕の理念の

り、そのクラブの伝統や個性や地域性を鑑み、クラブ独

実践を！というスローガンを用いたいと思います。奉仕

自の細則を作ることができます。会員があらゆる意味で

の理念、The Ideal of Service、つまりサーヴィスという

ロータリーを楽しみ、クラブがより生き生きとするため

考え方、そしてこれをやさしく説明したのが、ＲＩ事務

に、戦略計画（中長期的計画）をもって、世界でただ 1

総長を 32 年間務めたチェスリー・ペリーです。すなわ

つのクラブ細則を作ることが大切だと考えます。

ち、
「他人を思いやり、他人のためになることをしよう」

さて、私たちロータリアンが目指すビジョン声明があ

という考え方です。
そしてこれを実践するということは、 ります。「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分
先程から話に出ております、ＲＩの 4 つの行動計画の

自身の中で、持続可能なよい変化を生むために、人びと

ローテーションのスタートなのです。他人のためになる

が手をとりあって行動する世界を目指します。」これが

ことをする、The Ideal Of Service の実践は、周囲によ

ロータリーのビジョン声明です。そして先程申しました、

り大きなインパクトを与えます。その活動を目にした

ロータリーが大切に守り続けている不変のものがありま

人々のＲへの公共イメージ向上の結果、賛同し仲間に入

す。それは４つのテストであり、ロータリーの目的であ

りたいと希望する参加者の基盤が広がります。多様な参

り、ロータリーの中核的価値観などです。これを基盤に、

加者のアイデアに丁寧に耳を傾け取り入れることで、そ

これも先程お話しました４つの行動計画、より大きなイ

の参加者はやりがいを感じ、ロータリアンとして、更に

ンパクトをもたらす・参加者の基盤を広げる・参加者の

積極的にかかわってくれるでしょう。そしてクラブ内で

積極的なかかわりを促す・適応力を高める、この 4 つ

は親睦を育むと共に、研修を通してクラブの現状やロー

を実践することで、ロータリーのビジョン声明の実現に

タリーの過去・現在を学び、将来に備えて、多様なアイ

つながるものと信じております。

デアをもって柔軟に対応出来るよう、適応力を高め、そ

ロータリーは人づくりとよく言われます。「他人を思

して次の The Ideal of Service の実践に取り組むことで

いやり、他人のためになることをする」という考えの前

しょう。依然コロナ禍により通常のような行動がとりず

に、まず、「自分を思いやり、自分のためになることを

らい状況ですが、このような時だからこそ、クラブが

する」と置き換えてみましょう。そしてこれは決して利

戦略計画をもって、この 4 つを繰り返し続けることで、 己的な考えではなく、まずは「自分を大切にし、自分が
数多くの機会の扉を次々と開いていくことが可能とな

周囲に役立つ人間になる」と捉えてはどうでしょうか。

り、結果クラブは質・規模ともに向上拡大するのだと考

即ち、会員個人が、その家庭や事業、活動で有用な存在

えます。クラブの会長さんには、リーダーシップを発揮

となり、ロータリーの 5 大奉仕部門においては仲間と

していただき、戦略計画を立案し、この４つの行動計画

親睦を深めながらその実践に役立つような人間を目指す

を展開することをお願い申し上げます。またクラブの各

こと、ロータリークラブだからこそ、そのような人づく

委員長の皆様は、この図の中で、それぞれどの地点で、 りが出来るのです。私自身としては、ロータリーって何？
クラブ向上拡大のためのサポートが出来るかをお考えい

と問われたときに、「私自身です」と答えられるような、

ただけますようお願い申し上げます。そしてクラブＲ財

そんな人間を目指しています。自分を磨き、家庭や事業、

団委員会・米山記念奨学会委員会の委員長の皆様におか

地域や世界で、よいことをするための多くの扉を開いて

れましては、引き続き、The Ideal of Service を実施する

いただけますようお願い申し上げる次第です。

ための寄付推進、ならびに「世界でよいことをするため

繰り返しになります、コロナ禍の中、予定していた個

の」
人材育成にご尽力をいただければと思っております。 人やクラブの活動が思うように出来ないと推察申し上げ

ます。このような中ですが、まずは自分を磨き、家庭や

開いていただく準備を、お願い申し上げる次第です。ご

事業、地域や世界で、よいことをするための多くの扉を

清聴ありがとうございました。

第３回クラブ協議会

議長

助川

昌弘

幹事

アンのための研修を充実
３．連携

友好・協力団体、姉妹クラブ、他クラブとの

連携により大きな役割を果たす
４．親睦

会員間のつながりを深化させる親睦地区内の

真のリーディングクラブとなるよう常に進化します。
５０周年を７０名の会員で迎えます。
今後 1 年（または来年度中）の具体的な目標
・グローバル補助金事業の足掛かりの確立
・100 ％ ロ ー タ リ ー 財 団 寄 付 ク ラ ブ も し く は 100 ％
「Every Rotarian, Every Year」クラブの認証取得
・地区表彰の受賞
クラブ管理運営兼戦略計画委員会
柏西ロータリークラブ

水野晋治

委員長

戦略計画（案）

・来 年度末までにバナー 50 枚の取得（50 周年までに
100 枚）（来訪者 25 枚、MU25 枚）

長所

・大規模なポリオ根絶イベントの実施

・同好会活動（親睦）が活発である。

・友好・協力団体、他クラブとの共同事業の実施

・ロータリー財団への貢献度が高い。

・地区の研修への参加を高める

・若い会員が活躍できる環境。

10 年未満の会員の RLI 受講 10 名

・毎年複数の奉仕プロジェクトに取り組んでいる。

各種セミナーへ毎回 3 名以上の参加

短所

地区研修協議会への 20 名以上の参加

・継続事業のマンネリ化

・地区委員 3 名以上の派遣

・例会の充実度

今後 3 年の目標

・奉仕プロジェクトに会員のスキルが活かされていない

・会員数 70 名で周年を迎える

地域の機会

・RI 表彰（クラブもしくは個人）の受賞

・東京大学、千葉大学などの誘致により柏の葉地区の国
際学術研究都市化
・手賀沼の水質が改善された事により、環境問題への意
識が高い
・子供食堂が増えつつあることから、主に一人親の子供
たちを支援しようという動きがある

クラブ（ロータリー賞、意義ある奉仕賞）
個人（ロータリー財団特別功労賞、ロータリー財団
地区奉仕賞、超我の奉仕賞、ポリオのない世界を目
指す奉仕賞、ポリオプラス・パイオニア賞）
・グローバル補助金の実施
・複数の友好・協力団体、友好クラブの確保

地域の課題
・一人親家庭が増えつつあり、子どもの貧困問題など（教
育の支援）
・コロナ禍の中地域経済、失業率など経済的な不安（地
域経済の発展）
・手賀沼を中心とした環境問題（環境の保全）
・ポリオワクチン接種率の低下、5 回目接種の促進（疾
病との闘い）
クラブのビジョン・テーマ
進化するリーディングクラブを目指して私たち柏西 RC
は設立より 46 年目を迎えました。50 周年に向け進化し、
地区内のリーディングクラブとしての自覚と責任を果た
します。
１．奉仕 「魅力あるクラブ・魅力ある奉仕」をスロー
ガンに地域社会、国際社会に貢献
２．研修 「奉仕の理念の実践」ができる真のロータリ

クラブの利点・欠点

発表者

金本元章

会員

・長所
1.ロータリー理念の学習に関しては、中村博亘・パス
トガバナーを筆頭に地区の役員経験者を多く輩出して
おり、知識や知恵を生かした継続的な奉仕活動 ( 事業 )

が出来ている。

す。会員一人一人がいる事が長所かと思います。

2. ロータリー財団への、貢献度か高いと思います
3.台中港東南クラブと、姉妹交流提携から 40 年間の国
際交流が続いている
・短所
継続事業のマンネリ化、時代や社会の変化・要請に無
関心でありすぎてはいなかったか？

前例主義など、ク

ラブ運営の形骸化・硬直化を打破し時代や社会の変化に
対応した、活動・事業を的確に作る仕組みをつくるべき
だと思います。コロナ過においては、これからの奉仕の
あり方を考えるいい機会だと思います。
質疑応答での、提案

私のロータリーモーメント

1. 委員会活動を活発にする
年度を超えた活動の継続性・方針の一環性を保つため、
委員長・副委員長クラスの一人、メンバーの 1/3 程は
再任を望む。引き継ぎを確実に進める。
2. 委員会の活動・事業内容は、毎年見直す仕組みをつくる
毎年度、委員会活動・事業の成果を評価の上、継続の
必要性・事業内容の変更・撤廃の可否を審査する仕組み
を明確にする。成果が捗々しくない事業やある程度の使
命を終えた事業は廃止した上で、有意義な事業に予算・
人的資源を集中させる。

宇田川

博司

会員

ロータリーモーメントということですが、18 年度よ
り社会奉仕委員会に携わってますので、奉仕活動の報告
を兼ねてお話をしたいと思います。
2018 年度に社会奉仕委員会委員長を任命され、最初
に考えたのは地域の子供たちのことです。ロータリーで
も子供たちの貧困問題が取り上げられていました。そこ
で柏市社会福祉協議会や市内外の奉仕活動をしている団
体と交流を持ち、支援奉仕の方法を探ってきました。
そのような中で、寒い冬に外に放置され足に凍傷まで
負ってしまった子の報道や、ぼろぼろの下着と穴の開い
た靴下をはいている子供たちの話を聞き、下着は難しい
が靴下ならどうかと考えました。「子ども食堂」に食事
に来る子供たちに、「サンタ By 柏西ロータリークラブ」
として靴下をプレゼントしようと思いつきました。男
女別、乳児から高校生までの 4 サイズで 3 枚組のセッ
ト品 8 種類を用意し、1 昨年は 7 か所の「こども食堂」
に来る子供たち一人一人に手渡しました。又、柏児童相
談所には虐待や育児放棄により保護されている子供たち
のために靴下セットの寄付をしました。合計で約 300
セットになりました。昨年は 8 か所のこども食堂と児

クラブの利点・欠点

発表者

勝田

健一

会員

柏西ＲＣの良いところは、会員の年齢構成のバランス
が取れている事だろうと思っています。また、先輩会員
が新しい会員を、早く皆と親しくなれるよう、色々と配
慮をしています。また、若い会員の方が、会の皆様と早
くとけこんで重要な役職を担ってくれています。また例

童相談所に約 350 セットを配布しました。勿論、本年
度も同様に継続事業として、クリスマスシーズンに靴下
のプレゼントをする予定をしています。
そして現在、コロナウィルス感染拡大対策により活動
を制約されている中、当クラブ中嶋会長より「今、出来
得る社会奉仕活動やこども食堂の支援を模索せよ」との

会の出席率が高いのも長所かと思います。出席率が高い

ことで、「こども食堂」の活動状況を調べさせて頂きま

のは、やはり例会が楽しい、例会で他の会員と会いたい

した。コロナ禍の中、徐々に活動が再開されつつあるよ

という気持ちからだろうと思います。まだまだ長所は数

うです。しかしながら密の回避のため集まっての会食や

え切れない程あります。

会場の確保が困難な状況で、開催することを検討中の状

今年は中嶋会長の方針であります「楽しいロータリー」 況だそうです。
をモットーに、親睦活動を活発に行なっています。愛好

そこで、調理の必要がなく子供でも手軽に食べられる

会としてゴルフ、ボウリング、カラオケの会があります。 カップ麺を、配布できたらと考えました。こども食堂に
他人を思いやり、
他人のためになる。今年度の国際ロー

来る子供たちのお土産にしたり、自宅に配ることもでき

タリーのテーマであります、より多くの「機会の扉を開

るからです。市内外の「こども食堂」の主催団体に、寄

く」
。例会に参加する事で、仲間を通してロータリーの

付を申し出たところ、「それなら是非頂きたい」と返答

精神を学び、自己啓発、成長に務めて参りたいと思いま

がありました。10 か所の団体に約 800 食のカップ麺を

配布して参りました。因みにカップ麺は、当クラブの

族の子供に勉強の場を作る為に、「小学校の寮」を作っ

7-11 経営の日暮会員より原価にて仕入れさせて頂きま

たそうです。しかし、寮を維持運営していくことが大変

した。セブンプレミアム商品なので、非常に好評でした。 で、原田さんという方に助けを求めたそうです。それ以
また、子供たちが給食のない時期、食事にも困ったよう

来、１７年？タイと日本を往復して、原田さんは、アカ

な場合に少しですが役に立ったのでは、と思っています。 族の子供寮を支援しています。寄贈された水設備をアカ
族の村で見学し、村の小学校を見学しました。また、柏
以上です、ありがとうございました。
クラブも地区補助金を使い、図書室の整備をしました。
一緒に贈呈式に参加しました。二つのクラブが別々に地
区補助金を使い、一つの村を支援する試みにも参加出来
て、力を合わせることの重要さも体験しました。
また、一番、見てみたかった子供寮も原田さん、水野
さんの取り計らいで実現しました。小さな小学生が親元
を離れて、学ぶ為に生活するのは、大変なことだと思い
ます。笑顔で迎えてくれた子供たちのとびっきりの笑顔
は、鶏肉をプレゼントしたときでした。お肉のプレゼン
トだけでも、毎年出来たら良いなあと感じました。
皆様のご寄付は、良い事に使わせて頂く寄付だと改めて
私のロータリーモーメント

住田

みゆき

会員

感じました。

今期、財団委員長をしている住田みゆきです。入会以
来、色々な委員会を経験させて頂いております。その委
員会、委員会ごとに心に残ることが数多くあります。
先日、ロータリー財団セミナーに出席しました。そこ
で、
「ロータリー財団ハンドブック」を頂き、読みました。
１０７ページにポール・ハリス・ソサエティのメンバー
一覧が掲載されています。２７９０地区で５０名の方が
ポール・ハリス・ソサエティのメンバーです。セミナー
の時点で、そのうちの１１名の方が、柏西ロータリーク
ラブの会員です。その数は、地区の２０％以上です。そ
して、
今日も２名の方がメンバーになって下さいました。
毎年、１，０００ドルを寄付し続けることは、大変な時
期もあると思います。同じクラブの仲間として、１３名
の皆様を誇りに思います。本当に、続けて下さり、あり
がとうございます。また、出席会員の多くの方が、財団
に１５０ドル、ポリオプラスに３０ドルを笑顔で、ご寄
付頂いております。湯浅米山委員長のご協力にも重ねて
御礼申し上げます。
そして、皆様から頂いた財団の寄付を地区補助金とし

心に残るロータリー体験

嶋田

入会 1995 年 9 月 1 日入会

英明

会員

丸２５年間

推薦者故森下俊夫第１９代会長で当時の会長は古田先生
その間

親睦委員会１０回

国際奉仕委員会

７回

昨年まで６回連続

体験
姉妹クラブ
締結

台中港東南クラブとの交流

昭和 55 年 11 月 24 日

て使わせて頂いたのが、昨年の４５周年事業の一つのア

私の台湾訪問

約 20 回

えている原田さんという方を卓話に呼んで下さいまし

それから観光、ゴルフ

カ族への水設備の寄贈です。こちらは、４～５年前に、 昔は親睦交流がメインで式典参加（毎年周年
水野さんが、アカ族の子供寮を支援している７０歳を超 国式）
た。その卓話の内容が、衝撃でした。
第二次世界大戦が終わって、国境が定められたことに
よって、その当時、タイの国境内の山奥で生活していた
アカ族は、タイ国民になったそうです。

思い出

りんごの話（安田さんのおじいちゃん）、ゴル
フバッグ、鷹の置物１ｍ

昔

柏踊り、どじょうすくい、土産物、干し柿、前夜祭、
乾杯、ホターラ、イワヨ

また、アカ族の言語は、「アカ語」だそうです。そして、 25 年
「文字」
を持たないそうです。もちろん、タイの国民になっ 30 年
たのだから、タイ語を話し、タイ語の読み書きが出来な

中国、韓

台湾

鈴木健吾
嶋田

植樹

桜

西光院のしだれ桜

いと仕事にもつけません。そんな中、アカ族の若者が、 昨年のおもてなし
タイ語を学ぶことが重要だと考えて、山奥に暮らすアカ 今後、記念年に共同事業、台湾とやれたら長期計画になる

地区副幹事長 久我守正様

ガバナー 漆原摂子様

ガバナー補佐 鈴木桂三様 ガバナー補佐幹事 森市直樹様

今井忠様（東京臨海ＲＣ） 高田修様（東京世田谷ＲＣ） 太田嘉正様（東京中央ＲＣ） 藤原高行様（東京御苑ＲＣ）

ＰＨＳ入会

塚本英夫・櫛田仁一会員

出席報出席報告
会員数／欠席者

６１名

／

１２名

青野、江口、落合、小林太時、小林正直、小溝、齋藤、
東海林、鈴木一弘、鈴木健吾、松本隆一郎、吉田会員
出席率

東京中央ＲＣとバナー交換
例会予定
月日
曜日 例会
10 月 9 日
金 通常
10 月 16 日 金 通常
10 月 23 日 金 通常
10 月 30 日 金 休会

80.32％

卓話者・他内容
落合精一会員
宇田川博司会員
吉田朋令会員

ゲスト

ニコニコＢＯＸありがとう！

太田嘉正（東京中央ＲＣ）

様

今井忠（東京臨海ＲＣ）

様

★ (^^ ♪ （ゲスト）太田様、今井様、藤原様、高田様

久我守正（地区副幹事長・勝浦ＲＣ） 様

（会員）
水野、中嶋、花島、ゲイビ、高田明宏、白水、嶋田、森永、
寺田、細田、金子、千葉

次回の例会は

10 月 9 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。

藤原高行（東京御苑ＲＣ）

様

高田修（東京世田谷ＲＣ）

様

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

