
 

            

   

Kashiwa Nishi Rotary club ARCHIVE(柏西ロータリークラブ アーカイブ) 

柏西 RC の歴史的重要な資料を収集、保存したものをデジタル化し、インターネット上で公開する新しい取り組みです 

 

柏西ロータリークラブ 会報 

第２１６５回 

２０２１年７月９日 金曜日 １２：３０～１３：００ 

通常例会 

会長報告 会長 水野 晋治 

本日は佐々木るみ子ガバナー補佐様、長岡哲也ガバナー補佐幹事 

ようこそお越しくださいました。 

 

では会長報告をさせていただきます。 

最初のご報告はバナーを一つ交換してきました。 

友人が同期会長に就任されたので、（和歌山県田辺市）田辺はまゆう

ロータリークラブ今年度初の例会に参加してきました。 

世界遺産及び国の重要文化財に指定されている鬪雞神社（とうけい）

という弁慶ゆかりの神社にて例会が行われました。 

  



 

            

また、先週の役員交代式に zoom参加いただきましたダバオセントラル RC第 47代会長神田

様のクラブ初例会に参加してきました。公用語は英語のクラブです。 

当日はダバオ日系学園の町田先生がダバオと日系人の歴史についてお話されました。 

ちょうど 5月号のロータリーの友にも掲載されていますが、育英基金「バギオ基金」、これ

はルソン島のバギオの日系人の教育支援のためのロータリー有志の育英基金です。 

 

明治、大正時代、フィリピンにはミンダナオ島ダバオを中心に日系人が多く移民として海を

渡り、ルソン島などに移動していったそうです。大変な苦労をされた話しを聞き新たな学び

の時間となりました。セントラルダバオ RCは同じ 1975年創立のクラブです。50周年の年度

に一緒に何かできればいいと共に話しました。 

  

また、世界のロータリーの新たな動きとしては 

人身売買の撲滅に焦点を当てた世界初の分野特化型のクラブが誕生しました。 

（Community Action Against Human Trafficking ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ ｳｰｼｬ･ﾚﾃﾞｨ会長） 

教師である私は、自分が務める学校の生徒たちがお金のために性的搾取の犠牲となっている

ことを知りました。中には 6歳の生徒もおり、しかも、それが麻薬を買う金稼ぎのために家

族によって行われていました。子どもが 2～3 日連れ出され、また家に戻ってくるのです。

私は自分に何もできないことに無力さを感じていました。 

 

人身売買は現実の問題であり、皆さんが思っているよりも身近に起きています。2021年 1

月、Rotary Club of Community Action Against Human Trafficking (CAAHT)（人身売買と

闘うコミュニティのロータリークラブ）が加盟認証されました。 

当クラブは現在、性的な搾取・人身売買の被害者の社会復帰をめざすプロジェクトのために

グローバル補助金を申請しています。 

 

最後にもう一点ご報告です。現在進行中のグローバル補助金への取り組みですが、先行して

進んでいた 3350地区を軸に進めていた申請を一旦取り下げ、支援対象地である 3360地区主

導で進める事になり、昨日最初の第一歩となる MyROTARYでの補助金の登録を行い、GG番号

を取得しました。 

 

詳細はまた後日ご説明させていただきます。 

このような時期ですが、我々もさらに適応力を高め、世界の問題、地域の問題へ目を向け活

動を広げて行きたいと思います。 

 

 



 

            

幹事報告 幹事 住田 みゆき 

1. 7月のロータリーレートは 1㌦＝111円 

2. 地区、各クラブ例会でのリモート対応の現状把握アンケート調査の依頼 

3. ロータリー青少年交換学生の募集 

申込期限；2021年 8月 25日（水） 

申込先；スポンサーとなるロータクラブ宛 

派遣時期；（短期）2022年 7月/(長期)2022年 8月 

4. 『日本のロータリー100周年記念誌』寄贈 

5. 地区災害支援特別委員会より『静岡県熱海市伊豆山地区土石流災害支援』及び『第

2790地区内の被害状況』確認中の連絡 

6. 第 11グループ会長・幹事会の案内 

     日時；7 月 13日(火) 18：00～ 

     場所；ザ・クレストホテル柏 

7. ガバナー月信は『環境保全』の取組の一環として、完全デジタル化へ移行の予定 

2021-22 年度 上期；データー版での配信併用 

        〃    下期；完全デジタル化 

8. 第 11グループガバナー補佐経費の振込依頼 

     各クラブ；50,000円 

9. 柏市より会費・協力金納入の依頼 

社会福祉協議会；10,000円 

社会を明るくする運動推進委員会；20,000円 

 

 

〈次回の予定〉 

 ❏7／16（金）【通常例会】－第 1回クラブ協議会― 

               会長方針 

五常任・米山委員長『上期活動計画』発表 

来賓挨拶 ２７９０地区 第１１Ｇ ガバナー補佐 佐々木るみ子様 

 



 

            

来賓挨拶 ２７９０地区 第１１Ｇ ガバナー補佐幹事 長岡哲也様 

 

 

委員会報告 ニコニコ発表 

ニコニコ（^^♪： 水野晋治会長（佐々木ガバナー補佐様、長岡補佐幹事様 ようこそ） 

         鈴木桂三会員（佐々木ガバナー補佐様、長岡補佐幹事様 歓迎） 

         佐々木るみ子ガバナー補佐様 

         寺田康雄会員（昨年度の親睦委員会のお礼  

一年間ありがとうございます） 

 

卓話  プログラム委員会 浅野 肇委員長 

この度プログラム委員長を拝命しました浅野です。 

 

そもそもプログラム委員長と言うか、公共イメージ関係以外

の委員を拝命したのが入会以来今年が初めてというわけで、

それで年度始めの卓話を担うほどの重責であるプログラム委

員長を担うというのも大変な事ですが、地区の財団小委員長

も今年で３年目なので、ロータリーの無茶振りにはもう慣れ

っこですので、程よく肩の力を抜いて、柳に風の精神で１年

間をこなして参りたいと思います。 

  

今年度の RI 会長シェカール・メータ氏はテーマを SERVE TO 

CHANGE LIVES、livesは lifeの複数形で、“奉仕しよう み

んなの人生を豊かにするために”としました。「奉仕は誰かの人生だけではなく自分の人生も

豊かにする」と述べています。まさにロータリーの奉仕を現した素晴らしいテーマだと思い

ます。ですが、奉仕活動を行うと言えど、昨年度同様コロナ禍の大変難しいタイミングでの水



 

            

野年度の船出となります。今年の水野会長の基本方針はグローバル補助金事業の推進とポリ

オの根絶であると聞いております。地区で長年活躍してこられた水野会長は RIと TRFにも精

通しておりますので、プログラム委員会としては会長の方針を尊重し、年間を通じてできる

限りの活動を補佐して行きたいと思います。 

  

とは言いましても、言うまでもなくこのコロナ禍の中、１年間の予定を今から立てた所で、

「ご破算で願いましては」になるのが確実であるのは昨年度を見れば一目瞭然です。なので、

とりあえず日本のワクチン接種が行き渡るまでは「高度の柔軟性を維持しつつ臨機応変に」

対応するという基本方針で参りたいと思います。 

  

さて、まずは卓話ですが、今申しました通り、長年地区で活躍された水野会長ですので、もう

ロータリー関係者で卓話に呼ぶ方は多数決っており、いつ呼ぼうか決めるのが大変、という

状態になっています。当 2790地区の地区役員を始めとして、他地区の多数の方にも声をかけ

ており、月間の委員長の卓話と合わせると、もう１年分卓話予定が決まってしまうのではな

いかと思うくらいです。ざっくり今年の卓話予定を申し上げますと、今月は最終週に親睦活

動委員長。来月は会員増強委員長、ガバナー補佐、ガバナー公式訪問でのガバナーの卓話が決

定しております。 

 

９月以降はまだ決定ではないですが、新入会員の内山さん、奈良さん、米山奨学生のリュウ・

ブンキンさん、2820 地区（茨城）の会員増強委員長、ポリオの会会長、希望の風奨学生、東

京足立 RC所属の現役レフュリーのロータリアンの方々に卓話をお願いする予定です。特に新

入会員の皆様の卓話の機会をお待たせする事になるのは心苦しいですが、十分な準備期間が

あるとポジティブに解釈して頂きたいと思います。 

 

１０月は米山月間ですので、米山委員長松本ユミさんの卓話です。１１月は財団月間ですの

で、財団委員長鈴木桂三会員の卓話があります。１２月は年次総会とクラブ協議会を行いま

す。１月は職業奉仕月間ですので、職業奉仕委員長前田徹（てつ）委員長の卓話と、クラブ協

議会がございます。２月は平和構築と紛争予防月間ですが、今のところ卓話は未定です。 

 

３月は水と衛生月間で、2690 地区（岡山・島根・鳥取）のパストガバナーの卓話を予定して

います。４月は母子の健康月間ですが卓話は未定。５月は青少年奉仕月間で、青少年奉仕委員

の安田委員長と、次年度幹事の寺田会員、次年度会長の塚本会員の卓話が予定されています、 

 

６月は今年度幹事会長の卓話となっています。日付がまだ決まってない方では、パストガバ

ナーの漆原さんか宇佐美さんにも卓話をお願いする予定です。また、クラブ内では中長期計

画について、グローバル補助金について、特別基金委員会について卓話をお願いする予定に

なっています。これ人選は、特別基金については委員会の方という事になるでしょうが、中長

期計画とグローバル補助金については未定です。また、FAX 例会中に卓話をお願いした方に



 

            

も、改めてリアル例会での卓話をお願いしたいと思います。 

  

続いて行事についてご説明します。今年はあらゆる夜間例会、移動例会が中止となりました。

今年も当面予定は立っていないのですが、ワクチンの摂取状況を見て、行けると判断し次第、

夜間例会、移動例会も行事に加えていきたいと思っています。厚生労働省の発表によります

と、来年の２月末までにワクチン接種を行うと発表されています。柏市では、７月５日から８

月２日の間に、市内在住の６４歳以下の方に順次接種券を発送すると発表しました。夜間例

会、移動例会の再開の判断は、メンバーの摂取状況や、社会情勢の推移を見て判断したいと考

えております。 

 

職場見学、忘年会、新年会、打ち上げ親睦旅行等、２年間できなかった行事を行えるのを楽し

みにしております。主な行事としては１０月に世界ポリオデーと地区大会。１１月に

Intercity Meeting なんですが、これはまだ日付が決まってないようです。１月に新年家族

会。２月にインターゴルフ。４月に１１グループの合同例会と親睦ゴルフ大会、それから地区

研修協議会が予定されています。そして６月に打ち上げ親睦旅行となっております。今のと

ころ納涼会、職場見学、忘年会などが予定に入っておりませんが、社会情勢を踏まえて、可能

な限り開催を検討して参ります。 

  

最後になりますが、コロナワクチンの接種者数も３０００万人を突破しました。ワクチンの

未摂取者もここが我慢のしどころです。今感染したら最高に面白くないので、２回目の接種

の１週間後まで油断せずに、マスク、手洗い、うがいを忘れないようにしましょう。 

 

以上で卓話を終了します。 

 

 

 

出席報告 

会員数５８名   欠席者１０名   出席率８２．７％ 

 

 

 



 

            

例会動画リンク 

第２１６４回 通常例会 

https://youtu.be/xwsKm0q1Q3w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際ロータリー第２７９０地区 第１１グループ 柏西ロータリークラブ 

事務局：〒２７７－００１１ 千葉県柏市東上町７－１８ 柏商工会議所会館５０５ 

ＴＥＬ：０４－７１６２－２３２３  ＦＡＸ：０４－７１６６－８２８２ 

 



開催　日時 会　長 水　野　晋　治

開催　場所 幹　事 住　田　みゆき

理　　　事 出欠

〇
推薦者なし

〇
②（A)静岡県熱海市伊豆山地区土石流災害支援及び（B)第2790地区内の

被害状況確認について

〇
の口座を通知する→通知が来たらクラブから拠出する

〇
③　GG MOU締結の件 承認

〇 ④　9月12日世界奉仕デー参加の件 水野会長に一任

⑤　10月24日世界ポリオデーの件
〇 　　　・トレインジャック協賛金の件 承認

・根絶祈願イベント参加の件 水野会長に一任

〇 ⑥　報告事項

❐コロナ禍、例会場の設営を前年度同様二部屋使用をする
例会毎に11,000円の負担 承認

〇
⑦　その他

❐ 退会防止について
〇

内容は会長・クラブ管理運営委員長・会員増強委員長一任

〇 ❐クラブ会報の件
クラブ会報をリニューアルする 承認

〇 ❐ インターゴルフ（クラブ活動計画書では１回）１１月開催を追加
し、2回開催とする。 承認

〇 ❐ アクリル板貸出依頼について
会員が使う場合限定 承認

〇 ●次回理事会　2021年　8月　6日（金）例会終了後

     柏西ロータリークラブ2021-22年度第2回 理事会 議題　

2021年　7月9日　例会終了後

ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

水 野 晋 治

浅 野 肇

宇 田 川 博 司

日 暮 肇

中 嶋 利 生

齋 藤 敏 文

助 川 昌 弘

塚 本 英 夫

ゲイビアデル

金 本 元 章

鈴 木 桂 三

寺 田 康 雄

（A)第2620地区(静岡・山梨)より災害支援要請が入り次第支援窓口等

①ガバナーノミニー・デグジネート(2024-25年度ガバナー)候補者推薦の件

（B)災害支援積立金から義援金を拠出する予定→承認

住 田 み ゆ き

④⑤について大勢集まるのは、世の中に逆行しているのではないか？

8/20クラブフォーラムで話し合う
退会者についての検証が必要な時期になった為


