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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

２１６３回通常例会
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. 卓　　話　中嶋利生　会長

1. 点　　鐘　中嶋利生　会長

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 2020-21 年度地区大会表彰

　1. ロータリー財団年次寄付優秀クラブ

　2. ロータリーカード利用優秀クラブ

　3. ロータリー財団メジャードナー：

榊隆夫会員・水野晋治会員

　4. ロータリー米山記念奨学会メジャードナー：

榊隆夫会員・鈴木桂三会員

　5. 奉仕活動優秀ロータリアン：浅野肇会員

　6.END POLIO NOW COA（感謝状）

② 2021-22 年度地区役員委嘱状

　中村博亘会員：地区諮問委員会　委員

　地区監査委員会兼財団資金監督委員会　委員

　浅野肇会員：グローバル補助金プロジェクト委員会　委員

　吉田朋令会員：社会奉仕委員会　委員長

　安田勝紀会員：ロータリー平和フェローシップ委員会　委員

　櫛田仁一会員：ロータリー平和センター

受入 20 期生（21-23）カウンセラー

③ロータリー希望の風奨学金『風の便り』の送付

第２１６３回通常例会 (2021.6.25)
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

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.jp/

①親睦委員会　寺田　康雄　委員長

　ゴルフ 11G、西南戦争成績発表（スコアは 2124 号

に掲載）

② IT/ 広報委員会　浅野　肇　委員長

　本日の配布物について、持ち帰りの斡旋

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 助川　昌弘

委 員 会 報 告

ROTARY CLUB OF KASHIWA-NISHI

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ
会報 第 2130 号 （7 月 2 日発行）

ロータリーカード利用優秀クラブ Ｒ財団年次寄付優秀クラブ

END POLIO NOW



卓 　 話 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中嶋　利生　会長

　皆さんこんにちは。今日最後の会長卓話にてこの一年

の挨拶となります。まず最初にこの１年、コロナの影響

もあり例会の開催、諸事業の変更等、目まぐるしく変わ

り、会員の皆さんに戸惑い、ご迷惑をおかけしましたこ

とをお許しください。

　そのような事情のなか、会員の皆さん１年間ご協力あ

りがとうございました。当年度、主に活動できた行事は、

委員会の半分程度の件数でした。柏西クラブの発足以来、

歴史上初の FAX,ZOOM 例会などの開催。浅野委員長の

前向きな対応で開催できたことを感謝いたします。イレ

ギュラーな面も多く当クラブの水先案内人として、会長、

幹事が悩み、苦労したのも事実です。

　コロナが発生してから５００日、昨年より三蜜（密集、

密接、密閉）とかソーシャルディスタンス、リモート等

の言葉が流行り、仕事においては在宅勤務等で、随分世

間での言葉も行動環境も変わりました。私は、岡島会長

より引き継いだ時に、真っ先に考えたこと。コロナだか

らしょうがない、コロナでしかたないと言うことを慎も

うと考えていました。工夫と努力で何かできること。会

社でも知恵と工夫で大きく業績を伸ばしている会社も多

いと聞きます。ロータリーにおいても機会を捕まえ前向

きに進めようと考え、団結をする一番の機会は親睦活動

だと考え、これに力を入れようとしました。通常例会に

おいて、食事をし例会が終了ではなかなか懇親も進みま

せん。毎週開催の例会、仲の良い会員同士が同じテーブ

ルに着席し、交じり合わない姿を見てこれでは、新たに

入った新入会員はなじめないだろうと考え、席次も１か

月固定に代えさせてもらいました。他のロータリークラ

ブには３か月、半年固定席というクラブもあると聞きま

す。以前新聞に出ておりましたが、６０歳以上のおよそ

３人に１人が親しい友人がいないとありました。孤独、

孤立が深刻な課題になっています。特に日本では。です

から席も固定、そして趣味を通し活動の幅を広く会員の

皆さんが参加できるサークル活動の導入をして、会員同

士の繋がり、楽しさを知ってもらい親睦を深めようと考

えました。予算も助川幹事と打ち合わせ１８万円を計上

し満を持してやるぞと。しかし理事会では反対され、前

例がない、そんなものしょせん遊びだろうと言われ却下

され、私の重要な会長方針が覆されてしまいがっかりし

てしまいました。しかし、助川幹事、寺田親睦委員長、

花島委員他、金本会員、金子会員、皆さんゴルフが仕事

のような人ですが、主体となり何度か打ち合わせをし、

意見を出し合いまた、賛同して頂いた３０余名の会員の

助けもあり、ほぼゴルフの活動になりましたが、そして

予算は使えませんでしたが、会長方針を理解し前向きに

実行して頂いたおかげで、懇親も深まったと感じていま

す。多くの会員がこのサークル活動を高く評価して頂い

たことも私自身の助けにもなりました。そして、何より

もこのコロナ禍で、この活動により会員が４人も増えた。

実質６人の会員増加を達成しました。親睦委員会と会員

増強委員会が一つになった結果です。こんなうれしいこ

とはありませんでした。

　例会については会員の安心、安全を重視し、今期の例

会はほぼ６ヶ月のみの開催にて終了してしまいました。

プログラム委員会、勝田委員長以下、その少ない例会運

営に携わった委員の皆さん、例会をやる、やらないとご

苦労をおかけしましたが、運営を支障なく進めていただ

き感謝です。また、竹澤委員長以下 SAA の皆さん、急

な開催、中止などある中、委員間での綿密な LINE での

やり取りを見て感心すると共に、私も過去、SAA での

委員長の経験がありますが、これほど全員が協調し、前

向きに携わって運営した SAA は無かったように感じら

れました。

　数少ない、柏西クラブでの諸活動の中、ロータリーの

５大奉仕の職業奉仕、国際奉仕、青少年奉仕活動は、皆

さんご存知のように、全滅です。何も活動できませんで

した。クリスマス例会、新年家族例会中止、２年越しの

海外留学生派遣が中止、台湾台中港ロータリークラブ姉

妹締結４０周年公式訪問の中止、岡島年度との二年越し

の打ち上げ旅行の中止など。非常に残念でなりませんで

した。その中、社会奉仕活動、財団活動が大いに強調さ

れた一年となりました。宇田川委員長他、委員の活動が

大きく飛躍した１年でした。子供食堂への奉仕活動にと

どまらず、ランドセル寄贈、柏市社会福祉協議会へのお

米券寄付、５０万円の寄贈など、予算が余ったこともあ

りましたが、宇田川委員長の前向きな奉仕活動により、

私自身、柏市の貧困問題、生活困窮者の問題等、いくつ

かの支援するセクションへのヒヤリングを通し多くを知



ることができ、社会奉仕活動がより一層重厚にできた年

度だと考え深いものがあります。できればこの奉仕活動

が今後も単年度で終わらせず、少しでも活動が繋がって

いければと考えます。また、財団については、コロナの

影響で例会の中止を見込んで、住田財団委員長他、松

本会員、ゲイビ会員と打ち合わせし、早期に年次基金

１５０ドルの寄付、ポリオプラス３０ドルの寄付、米山

寄付１万５千円の達成を目指しましょうと話し合い、予

定どうり早期に達成したこと、会員各位に大いに感謝申

し上げます。３月には、これも予算が余ったこともあり

ますが、余剰金の使途として、住田委員長の発案により

会員数に応じ会員一人当たり５０ドルのポリオプラスに

寄付ができたことも、この年度での美しい実績となりま

した。

　私の年度でまさかこのような ZOOM,FAX 例会を開催

となることを予想もしていませんでしたが、コロナとい

う制約があるなか、各委員会、消化不良の活動でしたが、

今私が話したことだけでも、柏西ロータリークラブの大

いなる活動、行動結果となったなと満足しています。薄

く広くでなく、集中した活動で終われました。最後に柏

西ロータリークラブ５０周年に向け、中長期活動計画も

策定の方向に動き始めまた、予算も５０周年にむけ今期

限定、３５０万円の計上をいたしました。この１年、本

当に視界不良のなか助川幹事と頑張りました。通常例会

開催が少なく、今までの会長のなかで一番会員の皆さん

より、会長、会長と声がけされなかった１年でした。将

来コロナイコール中嶋年度として覚えられていくことで

しょう。至らない点、ご不満等多々あったろうかと存じ

ますが、皆様会員各位のご協力に感謝を申し上げ御礼の

挨拶とし卓話を終わります。ありがとうございました。

米山記念奨学会メジャードナー榊隆夫・鈴木桂三会員

Ｒ財団寄付　メジャードナー　榊　隆夫　会員

奉仕活動優秀ロータリアン　浅野　肇　会員

2021-22 年度地区役員委嘱状　中村博亘・浅野肇・吉

田朋令・安田勝紀・櫛田仁一会員

古希祝い　塚本　英夫　会員



次回の例会は 7 月 2 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。

ゲスト
鈴木桂三（第１１Ｇガバナー補佐）	 様

森市直樹（第１１Ｇガバナー補佐幹事）様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	本人誕生日：吉田、嶋田、住田、ゲイビ　会員

★	パートナー誕生日：寺田　会員

★	結婚記念日：嶋田　会員

★	(^^ ♪

　鈴木桂三会員　１年間ありがとうございました

　助川幹事　１年間ありがとうございました

　中嶋会長　１年間ありがとうございました

　櫛田会員　母の葬儀に際し御礼申し上げます

　金本会員　社会福祉協議会評議員に就任します

　寺田会員　ハーフベスト３２達成＆小さな建物完成

　内山会員　本日入会式よろしくお願いします

出席報告

　　　　　　　６２名

　　　　　　　１９名

江口、大久保、金子、小林、小溝、白水、東海林、

鈴木一弘、住吉、千葉、花島、馬場、細田、

前田、松丸、松本隆一郎、水留、森永　会員

出席率　69.35％

会員数

欠席者

新入会員認証式　内山　雅博　会員

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

第１１Ｇ　Ｒ財団寄付表彰　１位　

フェローシップゴルフ部年度優勝　寺田　康雄　会員

開催日時 会　長
開催場所 幹　事
理　事 出欠

中島利生 ○ ○ ①細田啓介会員の退会届について 承認
浅野　肇 ○ ○ ②報告事項
岡島昭信 ○ × ❏第11Ｇ合同例会中止のため、負担金の返金
金元元章 ○ × （198,400円）を例会場アクリル板（50枚）の
ゲイビアデル○ × 購入に充てる　合計109,680円　 承認
鈴木桂三 ○ ○ ③その他
住田みゆき ○ ○ ●次会理事会 2021年7月2日（金） 11:30～

前田徹
水野晋治
助川昌弘
森市直樹

　2021年6月25日　例会終了後
例会場

中　嶋　利　生
助　川　昌　弘

　柏西ロータリークラブ2020-21年度　持回り理事会資料　

議　　題　　概　　要
塚本英夫
寺田康雄
増谷信一

誕生日おめでとうございます！

（飯合会員は FAX 例会中のニコニコ）


