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ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ

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

創立：１９７５年１１月 ７日
承認：１９７５年１１月２４日

第２１５１回ＦＡＸ例会 (2021.2.12)
■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

昌弘

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/
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オンライン参加の場合：（詳細は事務局まで）
④ “ アーユーボーワン ” ！！スリランカクラブ参加の案

① 2 月のロータリーレートは１ドル＝ 104 円
② 2021 年ロータリー国際大会 ( 台北大会 ) は中止、バー

内

( 詳細は事務局まで )
目的：ロータリーの精神を基に両国の奉仕・事業を通

チャル大会での開催に変更。

じ会員相互の親睦

③ロータリー学友による被災地復興チャリティーコン

⑤ 2003-04 年度地区ガバナー増田豁（ゆたか）様が 1

サート開催の案内

月 28 日逝去されました ( 享年 81 歳 )

日時：3 月 21 日 ( 日 )16：00 ～
会場：プラッツ習志野

友好を深めるため

⑥地区『グループ再編成（14 → 10 グループ）』施行の延期

習志野市民ホール

登録料：一人 3,000 円以上（チャリティー）

委員会報告

82 ク ラ ブ 中 36 ク ラ ブ（2/8 現 在 ） が 再 編 反 対。
2022-23 年度は現行 14 グループ制を維持。
やこども福祉課等の要請を柏市社会福祉協議会が受け皿
になり購入し、各課・各所に ( 民生委員も ) 配布される

①社会奉仕委員会

宇田川

博司

委員長

本年度会計で、緊急事態宣言も延長されたこともあり

そうです。費用は寄付も含め予算化されるそうです。そ
れで充分かというとそうでもなく、苦労されてるようで

大幅に例会費が余ると思います。そのうちの一部を、社

す。いくつかでも頂ければ、非常に助かるとのことです。

会奉仕委員会で使いたくご検討お願いします。その内容

そこで、来年度の配布に役立てて頂けるよう 40 個～

として、ランドセルを購入し柏市に寄付したいと考えて

50 個のランドセルの購入費の捻出をお願いします ( 高

います ( 残念ながら、今年の入学新一年生には配布され

島屋高田会員により 1 個が 20,000 円程度で提供できる

ませんが来年度の為にです )。柏市の場合、生活支援課
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

そうです )。 またその内の４～５個は、今年必要な未来

ておけば、なにも心配しなくてもいいのでは」という考

の子どもネットワークに寄付しようと思います。

えもあると思います。でも、それでは何もできないと思

中嶋会長、理事の皆さんランドセルが買えない家庭の

います。どうか、よろしくお願いします

子供たちの喜ぶ顔が目に浮かびませんか、「行政に任せ

卓話

卓話

親睦活動委員会

寺田

康雄

委員長

フェローシップボウリング部 馬場 弘 部長

柏西ロータリークラブに入会してから３年半、やっと
皆さまのお顔と名前が分かるようになりました。少し早
皆様 コロナ禍の中いかがお過ごしでしょうか。中嶋 めに委員長をすることになってしまいましたが、皆さ
会長年度に親睦委員長を引き継ぎやっと気が楽になった まにご迷惑をかけないようにそれなりに頑張りたいと思
とたん新年度親睦委員長寺田会員に肩を叩かれ、フェ います。っといっても半分以上過ぎてしまい、何もして
いませんが……そういえば入会当初に私が卓話をしたと
ローシップにて各部会を作ります、よって部会長をお願 き、自宅の建築の話をした記憶があります。いまだに建っ
いしますと言われ、親睦委員長のたってのお願いとのこ ていませんが、ようやくスタートしはじめました。１年
とで引き受けました。コロナがこんなに蔓延するとは、 後ぐらいには完成しそうですが、とても楽しみにしてい
ます。出来上がりましたら是非、遊びにきていただけれ
思ってもいなかった為毎日がとっても健康的な生活をし
ばと思います。
ています。私は、コロナ禍の中、孫と毎日ゲームに付き
ここで簡単に普段の私を紹介いたします。私が代表を
合わされています。最近は、桃太郎電鉄と言う電車の 務める会社が４つあります。３つは不動産売買や仲介、
ゲームです。借金をしながら目的地にサイコロを振って 賃貸業を営んでいて、１つはホールディングス会社です。
私には息子たちが３人いて、すでに２人は弊社で働いて
進むゲームでした。こんな簡単なゲーム孫には負けるわ います。３番目は今度、ある大学の不動産学部に入る予
けにはいきません、しどろもどろ進んでいくうちに借金 定です。３人ともそれなりに仕事ができるようになった
が４０億円まで膨れ上がったりする、気が抜けないゲー ら代表を譲ろうと今のところ考えています。
話は少し変わります。ちなみに私はこんな生活を日々
ムです。
送っています。平日の朝９時前に会社に行き、午後６時
ゲームはともかく、ボウリング部会はライングループ ぐらいまで会社にいます。ほとんど外出をせずに会社に
まで作り年度初めは張り切っていましたが、コロナの終 居て社員さんたちの帰りを待ってます。日中何をしてい
息がなかなか終わらず昨年は、１回の開催に終わりまし るかと言うと、メールチェックやネットニュース、何か
の検索、株価状況、それと自宅建設の打合せなど、他に
た。２か月に１回程度の開催を見込んでいましたが、叶
は取引業者様との接客、売買不動産情報の調査、会議な
わず６か月で１回の開催で終わってしまいました。昨年 ど……仕事は真剣勝負。妥協せずに深く考えるのがとて
１０月８日にドン・キホーテのビル６階 ヤングボウル も好きです。それと社員教育のことばかり常に考えてい
ます。また、週１くらいで妻とスポーツジムに行き、帰
柏にて７名にて開催しました。会長は不参加でしたが、
りに２人で食事。土・日・祝・祭日のお休みはほとんど
優勝は岡島副会長 準優勝は嶋田会員 楽しく２ゲーム ゴルフでストレス発散しています。( 年に１００ラウン
ハンデ戦で行いました。又、コロナが終息出来た折には ドはしています。) また、帰宅後は平日の午後１０時～
第２回を開催したいと思います。皆様、体に十分気を付 ワールドマーケット、１１時～ワールドビジネスサテ
ライトを視聴して就寝。途中でトイレに起きたときは
けてコロナに負けない体力づくりをしましょう例会が開
ニューヨークのマーケットを確認してしまい、朝４時ご
催される日まで皆さん元気でいてください。
ろ目が覚めて、ニュースを眺めてます。５時４５分から
モーニングサテライト。世界経済の動きが気になる今日
この頃です。その後は妻とお話しながら朝食。それと
NHK の連ドラ。最近、テレビをつけながら寝てしまい、
出席報告
眠りも浅く、疲れが取れません。ある証券会社さんのお
６２名
会員数
かげで……( 笑 ) こんな日々を過ごしています。
その業界にいる人はわかるはずですが、非常にアホな
欠席者
２２名
生活です。ある人に言われました『株は止め時が一番難
秋元、大久保、ゲイビ、小林、小溝、白水、
しいよ』って……みなさま、ご参考に……
東海林、住田、住吉、竹澤、千葉、塚本、
寺田、中塚、馬場、細田、松丸、松本隆一郎、
水留、森市、森永、湯浅
出席率

65.61％

次回の例会は

会員

ニコニコＢＯＸありがとう！
★ (^^ ♪
浅野会員 女房の父が亡くなりました。死因が肺炎なので「コロナの疑い
がゼロではない」という事でお通夜も告別式もできませんでした。びっくりです。

2 月 26 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。

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

