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ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

中嶋

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

昌弘

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

会長、幹事へご連絡ください。宜し

交換活動をすべて中止と決議されま

くお願いします。

した。大変残念なことですが、当地

又、もう一つ重要な連絡事項がご

利生

幹事：助川

区も健康、安全を第一に考えた末、

ざいます。それは 11 月 20 日に当

中止の決定がなされました。

皆さんお元気でしょうか？先月の

クラブに挨拶に来た青少年交換留学

最後に、来年 1 月 8 日の新年例会

臨時理事会において、コロナの感染

生、川崎ノア君の件です。国際ロー

は通常例会に代えさせていただきま

者の拡大を鑑み 12 月の例会の中止

タリー会長ホルガー・クナーク氏よ

すが、20 日を目途に

を決議しました。その中でも決定し

り 11 月 25 日付で、全世界での短

会長、副会長、幹事が協議し新年

なければならない来年度の役員選

期、長期のロータリー青少年交換を

1 月例会開催の是非を決定させてい

出、理事の選出を先週 4 日の理事

来年 6 月 30 日まで休止する決定が

ただきます。以上ご理解賜りますよ

会で協議し、年次総会は書面開催に

なされたことです。新型コロナウイ

うお願いします。

て、
議決を採ることといたしました。

ルスの感染が世界各地で拡大してい

異議がある場合 17 日（木）までに

る状況に収まる気配がなく、背少年

幹事報告

助川

昌弘

②青少年交換『2021 年の夏の派遣及び受入れ中止の決定』
国際ロータリー理事会に於いて新型コロナウイルス感

① 12 月のロータリーレート＝ 1 ドル 105 円

染が世界各地で拡大している状況に収まる気配がないこ
と・感染症に伴うリスクから判断し中止を決定

柏西ロータリークラブ年次総会

会長エレクト

水野

晋治

第①号議案；2021-22 年度理事・役員の選出について、下記次年度人事案のご審議をお願い申し上げます。
これに対し、異議のある方は理事会に対し、書面による申し立てをすることができます。
柏西ロータリークラブ 2020-21 年度
役員
会長
副会長
会長エレクト
幹事
会計
ＳＡＡ

水野 晋治
中嶋 利生
塚本 英夫
住田 みゆき
落合 精一
宇田川 博司

理事
水野 晋治
住田 みゆき
塚本 英夫
中嶋 利生
ゲイビ アデル
鈴木 桂三
金本 元章

役員・理事予定者（案）

日暮 肇
齋藤 敏文
助川 昌弘
浅野 肇
宇田川 博司
寺田 康雄

第②号議案：現年度の収支を含む中間報告 ( 助川昌弘幹事 ) 及び前年度の財務報告 ( 岡島昭信直前会長 ) は、2021
年 1 月 15 日 ( 金 ) の第 5 回クラブ協議会において、発表させて頂く予定です。
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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
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E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

第４回クラブ協議会
クラブ管理運営委員会

水野

晋治

委員長

10 月 2 日研修委員会主催による第 1 回研修会・イン
フォーマルミーティングを開催しました。
今年度からスタートした同好会についてはゴルフ同好

しかしこのコロナ禍の中で、３密回避のために親睦が
図れなくなる事は大変な問題です。そのような中で、で
きる限りの会員の拡大、退会の防止を行って参りたいと
考えております。

会が順調に毎月ゴルフ大会を開催し、会員拡大につなげ
公共イメージ委員会

ています。

浅野

肇

委員長

8 月 21 日、9 月 18 日にパスト会長を中心に集まっ

会報の遅滞無き発行は前期も行えました。zoom 配信

ていただき戦略計画会議を開催。一旦仮の戦略計画を取

も多分滞り無く行えたと思います。そして今回の FAX

りまとめ、9 月 25 日ガバナー公式訪問にて発表させて

例会については、こうなる事は十分に予想し得たにも関

いただきました。

わらず、実行については行き当たりばったりになった事

年内に再度戦略計画会議の開催を予定していました

については反省の余地はありますが、トライ＆エラーで

が、
来年に延期致します。以上よろしくお願い致します。 今後に生かして行ければと考えております。
奉仕プロジェクト委員会

塚本

英夫

委員長

ロータリー財団委員会

住田

みゆき

委員長

ロータリー財団委員会の上期の活動を報告致します。

上半期の活動報告と言うことですが、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響を受け、社会奉仕委員会の活動以外

財団への寄付は、11 月末日までの集計で、年次基金へ

は何も出来なかったと言うのが現状です。社会奉仕委員

は 1.432.050 円。目標額に対し 138.4％。ポリオプラ

会も前年度の事業継承である、こども食堂と老人ホーム

スへは 319.924 円。目標額に対し 150.6％でした。
基金委員会のゲイビ・アデル委員長、ポリオプラスの

の支援だけを行うこととしました。
まず、こども食堂支援では７月の下旬に先方から依頼

松本ユミ委員長そして米山の湯浅千晶委員長にもご協力

のあったカップラーメン７５６食を１０か所のこども食

頂き、会員皆様のご理解を得られた結果だと思います。

堂活動中の団体に配布し、１２月のクリスマスプレゼン

また、13 人のポールハリスソサエティの皆様の継続的

トとして前年度残った靴下９０足と新たに購入した靴下

なご寄付を柏西ロータリークラブの財団委員長として誇

４０足をこども食堂キャラバン隊と柏児童相談所に、そ

りに思います。

してカップラーメン８４０食を８か所のこども食堂にお
届けします。前年度は前会長他数名の会員で訪問しまし

コロナ禍で、大変ななか、多くの皆様にご寄付頂けま
したことに、心から御礼申し上げます

たが、状況を鑑み、宇田川委員長にお任せ致しました。
それから、これも前年度継続事業ですが、大久保会員

ロータリー米山記念奨学会

湯浅

千晶

委員長

皆様のご協力のお陰で、本日現在 670,000 円のご寄

が運営する老人ホームに会員皆さんから持ち寄って頂い

たタオルを１１月２７日、中嶋会長にお届け頂きました。 付が集まっております。本当にありがとうございます。
今後の各奉仕活動については、やはりワクチン接種が

コロナ禍の中で、奨学生の若者達は本当に身に染みて感

いつになるかとかの問題が解決してコロナが終息しなけ

謝している事と思います。今後ともご協力の程、宜しく

れば、現実的な計画は立てられないと考えおります。

お願い申し上げます。

＊諸事情により、職業奉仕委員長が前田会員になりました。
会員増強委員会

細田

啓介

委員長（代筆：浅野）

前期は新入会員の方が４名おりましたが、退会者も１
名おりましたので、純増数は５９名から６２名への純増
３人となっております。そのうち２名は、フェローシッ
プのゴルフ部会の紹介という事で、親睦委員会の皆様の
ご協力には大変感謝します。

次回の例会は

12 月 25 日 ( 金 )FAX 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。

出席報告
会員数

６２名

欠席者

１９名

大久保、ゲイビ、小林、小溝、齋藤、東海林、白水、
鈴木一弘、住吉、千葉、塚本、寺田、馬場、細
田 前田、松本隆一郎、水留、森永、吉田会員
出席率

69.35％

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

