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
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会長報告 会長 水野 晋治
今週は日本のロータリーではロータリーウィークと呼ばれ、
12 月 5 日（日）から 12 月 8 日（水）まで東京にてゾーン 1、２、３合同
のロータリー研究会が開催されていました。
残念ながら参加対象者はガバナー、パストガバナー、ガバナー補佐、
地区委員長などで、我々一般会員は参加資格がありません。
ただ、便利な時代で多くの方々が SNS にて発表内容やスライド写真を
アップされていて、参加しなくてもその内容を知る事ができました。
また、幸運にも参加された有名なパストガバナーを囲む懇親会にだけ
参加させていただき貴重なお話を聞く機会を得ました。

ロータリー研究会の中心となったのは SRF（ロータリー未来形成）や DEI（ダイバーシティ
（多様性）、エクイティ（公平性）、インクルージョン(包括性))、会員拡大、寄付の推進、規定
審議会が主な内容だったようです。
規定審議会とは
■ ロータリーの唯一の立法機関（RI 定款第 10 条第 1 節）
審議会は、ロータリーの組織運営にクラブの声を反映させる機会
■ 3 年に 1 度、アメリカのシカゴで開催
■ 世界中の 500 を超える全ての地区から代表議員が参加
（投票権を持つのは代表議員だけ。RI の役員には投票権はない）
規定審議会で審議される案件を総称して「立法案」といい、制定案と見解表明案があります。
組織規定を改正しようとするものが 「制定案」となり、RI の立場を表明するものが「見解表明
案」となります。直近では、
2010 年に E クラブを正式なクラブとして認めたり、「新世代奉仕」を奉仕の第 5 部門とする。
2013 年 会員身分の制限を緩和（仕事をしていない人に入会資格を認める）
2016 年、従来の規定審議会を規定審議会と毎年 1 回電子投票で行われる決議審議会に分離しまし
た。柔軟性の導入、会員身分、例会の持ち方、出席について、標準ロータリー定款に従わないク
ラブ催促を認める（例会は月 2 回以上）、2019 年ローターアクトに RI 加盟を認める、2019 年よ
り 20%-80%ルールが導入され、制定案は事前に電子投票にかけられ、賛成が 20%未満だと否決され
たものとみなし、賛成が 80%を超えると同意議題して審議される。2022 年 4 月開催の規定審議会
に提出されている立法案は日本が 25 件、ブラジルが 13 件、RI 理事会が 12 件、米国 10 件、イン
ド 9 件、台湾 8 件となります。いかに日本から提出された議案が多いかがわかります。
さて、今月は「疾病予防と治療」月間です。現在進行中のグローバル補助金もこの重点分野に
沿って進めております。いよいよ我々のクラブ負担金を現地へ送金するタイミングとなりました。
来年 2 月か 3 月での現地訪問へ向け調整を図っていきたいと思います。

幹事報告 幹事 住田 みゆき
1. RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅠ開催の案内
日時； 2022 年 2 月 5 日（土）10：10～18：10
場所；千葉市民会館
2. 2022-23 年度第 11 グループ『会長・幹事会』開催の案内
日時；2022 年 1 月 25 日（火）18：00～20：00
場所；ザ・クレストホテル柏 雪月花

3. 地区ロータリー研修委員会より『連載コミック ポールハリスとロータリー』閲覧の案内
第 2790 地区公式ホームページ内ロータリー研修委員会サイトより
4. ガバナー事務所年末年始休業のお知らせ
期間；2021 年 12 月 29 日（水）～2022 年 1 月 4 日（火）

ビジター挨拶 千葉若潮 RC 清水 隆様

委員会報告

ニコニコ発表
本人誕生日:奈良会員

パートナー誕生日:内山会員

出席報告
会員数 56 名 欠席者 12 名 出席率 78.57%

第 4 回クラブ協議会
クラブ管理運営兼戦略計画委員会 塚本英夫委員長
まずはプログラム委員会ですが、コロナ禍で 8 月・9 月の
例会が中止となり、卓話の回数も限られる中、会長がお呼
びしたい方を優先して卓話をして頂きました。漆原パスト
ガバナー始め、各分野のエキスパートの方の卓話はいかが
だったでしょうか？そして、ポリオの会会長さんのお話は
身につまされましたね。上期は十分な例会が行えませんで
したので、その他いくつか予定していた卓話は下期に持ち
越してしてお願いする事になりました。
次に親睦委員会ですが、10 月 8 日夜に委員会の炉辺会議を
して懇親を深めました。11 月 19 日には小春日和の中、藤
ヶ谷 CC でインターゴルフを開催し、その後、久しぶりの
夜間例会・懇親会で大変盛り上がりました。
そして出席委員会ですが、事前にラインで出欠の確認をすることで、ある程度の昼食の無駄をな
くすことが出来たと思います。それから、多数の会長関係者を落ち度なくお迎えすることが出来
ました。また、休会するクラブが多く、断られたクラブもありましたが、何人かで東京恵比寿 RC
に MakeUp を実施しました。
最後に研修委員会ですが、12 月 3 日 18 時よりパレット柏で入会 5 年目未満の会員を対象にし
た勉強会を開催し、20 名を超える受講者が集まりました。私（塚本）も参加しましたが、講師
をお願いした嶋田会員のお話が分かりやすく大変勉強になりました。その後、斉藤親睦委員長の
設定で親睦会を行い、会員同士の交流も深まった感じがします。
以上が奉仕プロジェクト委員会の上期活動報告です。
次に、グローバル補助金を利用したタイ北部の病院に癌の検査機器を設置するプロジェクトで
すが、審査も終わり、来年の 2 月頃には実行出来るのではないかと言うことです。

最後に、元校長先生のグループに賛同して始めた「さけたまプロジェクト」は、先般手分けして
柏市内 16 校の小学校に卵を届けましたが、順調に孵化したそうです。これから稚魚の放流をお
手伝いするわけで、2 月を予定していますので、皆さんのご協力をお願いします。
以上です。

奉仕プロジェクト委員会 ゲイビ・アデル委員長
上期活動報告〔青少年奉仕委員会 委員長 安田勝紀〕
青少年委員会は本年 11 月 25 日、奉仕プロジェクト委員会
合同プログラムである「さけたまプロジェクト」に参加し、
柏市内小学校への鮭の卵配布を致しました。
上期活動報告〔職業奉仕委員会 委員長 前田 徹〕
職業奉仕委員会の上期の活動報告を行います。
コロナ禍の影響で、毎年行われておりました「社会的関心の
高い職場の見学会」の実施は、今年度は難しい状況です。
今年度は、会員の皆様の職業奉仕の事例発表の場を作り、他
の方の様々な職業奉仕を学ぶことで、改めてご自身の職業奉
仕について振り返っていただこうと考えております。
具体的には、1 月に行われる例会内の卓話において、数名の方にご登壇いただき、ご自身の職
業奉仕の実践例をお話していただきます。 職業奉仕委員会の上期の活動としましては、1 月の
卓話に向けて打ち合わせを重ね、報告者の選出など準備を進めておりました。
上期活動報告〔社会奉仕委員会 委員長 増谷信一〕
水野年度に入り、新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣言が 10 月末迄で続いた為、
7 月の柏まつりが中止と成りました。又、シェカール・メータ RI 会長が提唱されている、
9 月 12 日のロータリー奉仕デーも延期となり、緊急事態宣言解除後の 11 月 13 日に水野会
長を始め、21 名の参加を頂き、快晴の『大堀川周辺のクリーン作戦』を開催致しました。ご参
加を頂いた会員の皆様。ありがとうございました。 社会奉仕委員会は、この 12 月に『子ども
食堂』への支援を行います。今年も昨年に引き続き、〔柏児童相談所と未来子どもネットワーク〕
に、靴下を約 100 足分、カップ麺を 240 食分クリスマスプレゼントとして、柏西 RC から寄
贈して参ります。 以上が、社会奉仕委員会からの上期活動報告です。

上期活動報告〔国際奉仕委員会 委員長 金本元章〕
今回の奉仕プロジェクトは、タイ国の国立病院に医療機器の贈呈を支援するための資金のグ
ローバル補助金申請でした、タイ国フィチャイロータリークラブと柏西ロータリークラブによっ
て提出され、ロータリー財団によって承認されました。まだ、最終的な助成金の支払いを受
けるための手続きが残っていますが、ロータリーの重点事業の一つである、疾病の原因と影響
を減らすための活動に支援することが出来ました。

会員増強委員会 助川 昌弘委員長
こんにちは、会員増強委員会、助川です。上期後半の活
動予定を報告させて戴きます。8 月「会員増強・新クラブ
結成推進月間」でしたが、緊急事態宣言発令を受け残念な
がら活動できずに来まして、今後委員会を開催し、下期活
動をして行きます。あらためましてメンバーは、
増強・分類委員長:花島会員
副委員長:高田会員
委員:松本会員 大沼会員 です。
前回のクラブ協議会にてご意見頂きましたメンバー
シップ=E+3R について調べました
Extend = 拡大
Recruit = 新会員の勧誘
Retain = 会員維持
Revitalize = 再活性化
この E+3R を、基本とする柱に位置づけまして、会員増強の役割を考えていきますと
1.クラブ組織の強化
2.会員一人一人の資質・能力開発
3.活動の結果としての会員数の増大
となります。
今年度下期に於いてもコロナと共存して行く状況の中ですが、クラブ内に目を向け、クラブの活
性化(活力の回復)=魅力ある楽しい柏西ロータリークラブを考えます。その結果として、新入
会員入会につなげていくことを目指します。在籍メンバーの退会防止、クラブの活性化を維持す
る為、新旧メンバー同士の関わりを深め個々が会員としての存在意義を感じるような取り組み
を下期活動したいと思います。今後、委員会において会員同士の関りを深める為に何が出来るか、
具体的に、例会の開催またはクラブとして出来る方法を実行したいと考えます。また、入会間も

ない会員の方々へ、ロータリーの目的や、五大奉仕の心がけ、柏西クラブの歴史等を先輩会員か
ら教えて頂く機会も大切と思います、新入会員の資質向上も増強につながる大事な要素とし、柏
西ロータリークラブの会員増強につなげます。
以上
公共イメージ委員会

竹澤雅彦委員長
当委員会の上期活動計画に対しての進捗状況をご報告申し上げ
ます。当初より掲げさせて頂いた「会報の発行」
「クラブ公式サイト
の運用」は概ね順調に推移しています。

「会報の発行」に付きましては、制作作業の簡素化を年度当初から
取組んでまいりましたが、直近では概ね軌道に乗ってきたと感じて
います。pdf の会報をメールでお受取頂いている会員の皆さまには大
きな変化はお感じ頂けなかったかと思いますが、紙媒体でのお受取
をご希望頂いている会員の皆さまには、月毎に 4 例会分を配布させ
て頂いています。この紙媒体も事務局の設備を更新頂いた事で内製
化し、ローコスト且つタイムリーな発行に対応出来るようになりました。
これらの取組により、将来何方が会報発行にお取組み頂いても、同様の対応が可能になったと
考えております。
「クラブ公式サイトの運用」に付きましては、会報をアーカイブ的に蓄積する事に取組んだ一
方で、直近では"さけたまプロジェクト"の特設ページの開設などを行っております。
また、前年度より継続している例会の Zoom 中継では、毎例会を中継させて頂くとともに、記録
した例会映像を Youtube 公式チャンネルに掲載し、会報に公開先の URL を掲載させて頂いており、
テキストデータと映像データの両方をご覧頂く環境が整いました。
例会場での中継は概ねスタイルが確立され、また、海外を含む遠隔地からオンラインで卓話や
ご挨拶を頂くようなケースでも対応が確立出来たため、今後も様々なスタイルの例会で中継や映
像データの蓄積が可能となったと考えています。
これにより、テキストデータとしての会報と、映像や音声によるデータの双方が確実に蓄積さ
れており、当クラブのアーカイブデータの質量の向上が図れたと考えています。
しかしながら、更にクラブとしてご検討頂かなければならない課題も顕在化しました。映像に
映った方々のプライバシーに配慮させて頂き、Youtube 公式チャンネルにアップロードされた映
像は、会報に掲載された URL や QR コードからはご覧頂けますが、Youtube で「柏西ロータリーク
ラブ」と検索してもご覧頂く事は出来ません。
そのため、広報的な効果は全く期待出来る状態ではありませんが、現在は地区や他のクラブが

Youtube で動画を公開されているケースは様々あり、下期に行われるさけたまプロジェクトでの
稚魚放流ではライブ配信が予定されるなど、情報公開に関する社会環境は大きく変化している
ため、クラブとしての映像公開に関する指針を理事会よりお示し頂けましたら、より積極的な映
像データの公開が進む事となり、公共イメージの更なる向上に貢献するコンテンツになるのでは
ないかと期待しています。
一方、新たに取組んできた LINE 公式アカウントに付きましては、対外向け以外に、会員専用の
公式アカウントも開設させて頂きました。
これは、従来から運用されてきた、当クラブ非公式の LINE グループでの「コミュニケーション」
と、公式情報を会員の皆さまにお伝えするための「インフォメーション」を分ける事を目的とし
ています。
対外向け・会員専用、何れの公式アカウントも、まだ登録者数は僅かですが、下期に向けて会
員の皆さまの更なるご理解とご協力をお願いする次第です。
特に、1 月には 2 年ぶりとなる会員のパートナーの皆さまがお越しになる新年例会が予定され
ているため、本日、皆さまにお配りさせて頂いたカードを、是非パートナーやご家族の皆さまに
ご案内頂き、柏西ロータリークラブ LINE 公式アカウントへの登録をお願いして下さい。
以上を持ちまして、公共イメージ委員会の上期活動報告とさせて頂きます。引続き会員の皆
さまには下期もご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ロータリー財団委員会 鈴木桂三委員長
上期ロータリー財団委員会活動報告書（７月１日～１１月
３０日）実質 3 ヶ月間の活動でありましたが、基金委員であ
る寺田さんの精力的な活躍によりまして、上期は非常に満足
な好成績を治めることが出来ました。
年次基金には 32 名の会員の方から１０８５０＄、ポリオプ
ラスには 31 名の会員の方とニコニコボックスからの合計１
４４０＄、恒久基金には水野会長より１０００＄以上の寄付
を頂きました。ロータリーの奉仕活動の原資である財団への
支援を下期もご協力をお願い致します。

米山記念奨学会委員会 松本ユミ委員長
上期活動報告
2021.4.10 三井ガーデンホテル千葉において、カウンセラ―
・米山奨学生・指導教員オリエンテーションがあり
ました。この時初めて奨学生 柳雯昕さん、担当教
授の千葉大学大学院薬学研究院 免疫微生物学研究
室の川島博人教授とお会いしました。
2021.7.3 三井ガーデンホテル千葉において 2021 年度ロー
タリー米山記念奨学委員会カウンセラー・奨学生の
研修会がありました。その中でカウンセラー数人
ずつのグループでの意見交換は奨学生への対処等
について参考になりました。その後委員会では奨学
生の名刺を作りました。これは、奨学生とロータリ
アンの出会いを広げ米山奨学生としての帰属意識を
高めるということなので取り入れました。
2021.8.28
三井ガーデンホテル千葉において、クラブ米山委員長セミナーがありました。
第１部 クラブの活力
第２部 危機管理
〇 米山奨学生の危機管理;基調講演 2790 地区 米山記念奨学委員会 富委
員長の基調講演 主にハラスメントについてのお話でした。
（１１月５日に卓話で報告)
〇 大学におけるハラスメント防止;千葉商科大学カウンセラー 大島由紀様
の基調講演
2021.9.23
８月例会９月例会(２回)が休会になりました。そのためプログラム変更により、
９月３日予定の柳雯昕さんの卓話も先延ばしになりお会いする機会がなかった
こともあり、他クラブのカウンセラーを真似て、私の自宅に柳雯昕さんを招いて
櫛田副委員長、中国通の友人を招いて食事会を行いました。
2021.10.3～4 米山梅吉記念館研修旅行は、残念ながら中止になりました。
2021.10.24
ポリオ Day に柳雯昕さんは、第３グループ千葉神社ポリオ Day に参加しました。
2021.11.5
やっと２カ月遅れで柳さんの卓話の日が決まりましたが、私の米山委員長の卓
話も同じ日に２０分内でシェアーして話して下さいということになったため、柳
さんは予定より短く、私も駆け足での卓話になりました。
2021.11.16
柳雯昕さんは、富里ロータリ-クラブから卓話のお誘いがあって卓話を行いました。
2021.12.4
「２７９０地区米山学友会忘年会２０２１」が三井ガーデンホテル千葉においてあ
りました。柳雯昕さん、私と櫛田副委員長が出席してまいりました。
2021.12.10
米山奨学生歓迎会を遅くなりましたが、本日６時から予定しています。大体の

日本語は通じると思いますので、どうぞ交流を楽しんでもらいたいと思います。
最後になりましたが、米山奨学会への特別寄付有難うございます。今年は出足が遅かったせい
もあり、まだの方には年度内にはお声をかけさせてもらうことがあると思いますが、よろしく
お願い致します。

柏ロータリークラブ年次総会
第➀号議案 : 塚本英夫会長エレクト
2022-23 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出来ます。
柏西ロータリークラブ 2022-23 年度 役員・理事予定者（案）
役員
理事
会長

塚本

英夫

塚本

英夫

増谷

信一

副会長

水野

晋治

寺田

康雄

吉田

朋令

会長エレクト

ゲイビアデル

水野

晋治

助川

昌弘

幹事

寺田

康雄

ゲイビアデル

浅野

肇

会計

内山

雅博

岡島

昭信

湯浅

千晶

ＳＡＡ

吉田

朋令

鈴木

桂三

竹澤

雅彦

金本

元章

第②号議案 中嶋利生前会長
前年度財務報告
収入の部 :
予算額 23,721,470 円に対し、
決算額 25,335,762 円
支出の部 :
クラブ活動費 奉仕活動費の合算
予算額 23,721,470 円に対し、
決算額 25,335,762 円
2020-21 年度余剰金
7,462,900 円のうち 2,850,000 円を
水野年度上期会費に充当し、
残りを特別会計に計上した。

例会動画リンク
第２１７９回

通常例会

https://youtu.be/Djdb5aOeF68
２０２１-２２年度 年次総会

https://youtu.be/zj--z-iEx3k
２０２１-２２年度 第４回クラブ協議会

https://youtu.be/TelfFCepnqM
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