
第２７９０地区

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？

創立：１９７５年１１月　７日
承認：１９７５年１１月２４日

２１６２回 FAXZoom例会
1. 点　　鐘　中嶋利生　会長 

1. 会長報告　中嶋利生　会長

1. 幹事報告　助川昌弘　幹事

1. 第６回クラブ協議会

1. 点　　鐘　中嶋利生　会長

会 長 報 告
　　　　会長　中嶋　利生

くお願いします。

　最後に浅野会員よりラインで送付

されましたように柏市においても

１８歳以上の市民に対し大規模接種

センターで希望される方々に接種券

を送付しているとのことです。早め

にワクチン接種を希望される方、柏

市ホームページで確認、申込できま

すので試されたらいかがでしょう

か？

　以上会長報告終わります

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 2021 学年度ロータリー米山記念奨学委員会『カウン

セラー・米山奨学生研修会』開催の案内

　日時：7 月 3 日（土）16：30 ～

　場所：三井ガーデンホテル千葉

　皆さんこんにちは。本日千葉県に

おいて蔓延防止処置の延長が、発表

されました。それによりますと柏市

がその対象から外れましたので、今

日の午前中の理事会にて、来週２５

日クレストホテルにてスクール形式

で久々の通常例会の開催が決定され

ました。是非会員の皆さん待望の例

会です。楽しみに参加ください。ま

た、次年度よりテーブルにアクリル

板を購入、設置し、通常の円卓方式

で食事も楽しめますので併せて理事

会決定事項を報告させていただきま

した。

　さて本日は、最後のクラブ協議会

開催をし、各委員長に数少ない下期

活動報告をしていただきます。宜し
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　6 月 25 日の例会について昨日は二転三転のご案内を

申し上げ、大変ご迷惑をお掛けした事をお詫び申し上げ

ます。また、25 日の出欠について、既に 27 名の方に

ご回答をお寄せ頂き、ご協力頂きました事感謝お申し上

げます。しかしながら、普段の例会では 50 名～の出席

者があるため、まだ調整さんに未記入の方は引続きご協

力下さいますようお願いします。

　また、来週の例会から運用が始まる、円卓でのアクリ

ルパネルですが、50 枚の設営を数名の SAA ではとても

設営しきれないため、お時間が許される方は、お早目に

例会場にお越し頂き、設営にご協力下さいますようお願

い致します。

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 助川　昌弘

委 員 会 報 告
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第 ６ 回 ク ラ ブ 協 議 会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　助川　昌弘　幹事

クラブ管理運営委員会　水野　晋治　委員長
　本年度は皆様ご存じの通り限られた例会開催となり、

当初の予定の一部しか実施できないことが多い大変難し

い年度となりました。クラブ管理運営委員会としての全

体会議も年度初めに一度のみの開催となってしまい、中

途半端な状態で終えることになってしまいました。それ

では個々の委員会の活動報告を致します。

●プログラム委員会（勝田健一委員長）途中休会もあり

ましたが、限られた例会や初の試みである FAX 例会や

zoom に合わせ卓話のスケジュールを調整し、新入会の

卓話も多く取り入れていただきました。新入会員につい



ては、実際の例会にて壇上に上がり卓話することによっ

て、皆様に顔と名前を覚えてもらえるのですが、その機

会が少なかった事は残念でした。

●親睦委員会（寺田康雄委員長）昨年度より持ち越した

親睦打ち上げ旅行が今年度も開催できなかった事は非常

に残念ですが、例会時には新しい会員にも積極的に受付

に座ってもらい、クラブに馴染めるよう配慮していただ

きました。コロナ禍ではありましたが、ゴルフ同好会は

大きな影響もなく活動できたため、同好会と連携をし、

複数回ゴルフを開催をしていただきました。

ゴルフを通じ新入会員が入るきっかけになったことは大

きな特徴ではないかと思います。

●出席委員会（安田勝紀委員長）限られた例会でしたが、

委員会内で分担し出席の記録しっかり付けていただきま

した。

●研修委員会（岡島昭信委員長）開催できた研修会は

１０月の一回だけとなりましたが、実際に集まって研修

会をできたことはとてもよかったと思います。今考える

と奇跡的に研修会終了後も炉辺会議を開催することがで

き参加者と熱いロータリー談義ができたことはとても良

かったと思います。

●戦略計画委員会　パスト会長にご参加いただき３回ほ

ど戦略計画委員会を実施し、一応クラブの戦略計画を取

りまとめることができました。ただ、毎年見直す必要が

あるかと思います。ぜひ来年度の塚本委員長には年度に

合ったより素晴らしい戦略計画をつくっていただきたい

と思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

奉仕プロジェクト委員会　塚本　英夫　委員長（代読：議長）
　下半期も相次ぐ緊急事態宣言で活動が制限され、職業

奉仕・青少年奉仕・国際奉仕委員会は何も行動すること

が出来ませんでした。そんな状況の中、社会奉仕委員

会は、宇田川委員長の孤軍奮闘ではありましたが、以前

から奉仕活動していた龍ヶ崎市の「未来の子どもネット

ワーク」で、新しいランドセルが買えない家庭の新一年

生がいると言う話を聞き、スポット案件として理事会の

審議・承認を得て、今年と来年の分として柏高島屋さん

に安価でご協力頂いた５個を３月にお届けしました。

　それから、助川幹事の報告と重なりますが、柏市内の

子供たちに使っていただく目的で、余剰金の一部から現

金５０万と５０万円分のお米券を柏市社会福祉協議会に

寄付を致しました。

　以上、奉仕プロジェクト委員会下半期活動報告とさせ

て頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会員増強委員会　細田　啓介　委員長（代読：議長）
コロナ禍で、緊急事態宣言や「まん防」の実施で休会が

続く中での運営を余儀なくされましたが、新規でゴルフ・

ボーリング・カラオケサークルを作りましたが、実際に

は密を避けるゴルフサークルが機能して、中嶋会長年度

58 名スタートから 8 名増の 8 名減（退会）で終了する

事ができました。会員の皆様の積極的なご協力と親睦委

員会の皆様のゴルフ企画に感謝いたします。

一年間ありがとうございました。

公共イメージ委員会　浅野　肇　委員長
　前回の緊急事態宣言の解除から、十分な準備を行う前

にまん延防止等重点措置期間に入ってしまったため、ま

たしても行き当たりばったりでのＦＡＸ・Zoom 併用例

会の開催となりました。何とか開催自体は行えましたが、

会員への十分なサポートが行えたとは言えないので、次

年度は大きく体制が変わることも踏まえ、滞り無い次年

度への移行を行いたいと思います。

ロータリー財団委員会　住田　みゆき　委員長
　ロータリー財団は、世界中のクラブや会員が実際の奉仕活



ロータリー米山記念奨学会　湯浅　千晶　委員長
　米山記念奨学会委員長の湯浅千晶です。皆様のご厚意

のお陰で、寄付金は 670,000 円集まり、目標を達成す

る事が出来ました。３月にはコケイショウさんを無事に

送り出す事が出来ました。息子も１月からアメリカの大

学に行くので本当に留学生の親の気持ちです。感謝して

います。本当に有難うございました。

動をする為の資金を集めて分配しています。当クラブでは、

今期、榎本会員と鈴木健吾会員がメジャードナーになりま

した。また、12 名のポール・ハリス・ソサエティの皆様か

ら 1,000 ドル以上の継続的なご寄付を頂きました。クラブ

全体での当期寄付額は、年次基金へは 1,748,790 円を頂き、

目標額に対し 169％でした。ポリオプラスへは 673,477 円

のご寄付を頂き、目標額に対し 325％でした。特にポリオ

プラスに対しては、コロナ禍の今期は、クラブからもご寄

付頂きました。

　最後に利用額の 0.3％が自動的にポリオプラスの寄付にな

るロータリーカードへのご加入の推進がもっと出来たら良

かったです。ご加入をご検討の方は、いつでも、ご相談下

さい。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。

次回の例会は 6 月 25 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。

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

出席報告

　　　　　　　６１名

　　　　　　　２０名

秋元、江口、大久保、金子、ゲイビ、小林、

小溝、齋藤、白水、東海林、住吉、千葉、

塚本、寺田、馬場、細田、松本隆一郎、森市、

松丸　　　　　　　　　　　　　　　会員

出席率　67.21％

会員数

欠席者



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。


