
 

            

   
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２１６２号 

第２１９５回 

２０２２年６月１０日  金曜日   

１２：３０～１３：３０ 通常例会 

 

 

会長報告 会長 水野 晋治 
 

いよいよ 6月に入り、残りの例会も本日を含め 2回となりました。 

また、本日も遠方より多くのロータリアンの方にご参加いただいてお

ります。遠い所より大阪梅田 RC相原様、上尾西 RC新井様、東京バリ

アフリーマインド RC高田会長、誠にありがとうございます。 

 

まずご報告です。先週金、土にて成田へ打ち上げ親睦旅行に行ってき

ました。急な開催でしたが、20名以上の会員にご参加いただき、ゴ

ルフ組は朝から、ゴルフをしない人は宿泊先のアパホテルで集合し、

楽しいひと時を過ごしました。翌日は成田山新勝寺に参拝してきまし

た。ボランティアガイドさんに案内をしていただき改めて詳しく解説

を聞き大変勉強になりました。そして参道の鰻屋さんで美味しい鰻をいただきました。とて

もおいしく幸せな時間でした。 



 

            

さて、今週は国際大会がヒューストンで行われておりました。昨日閉会式を迎えました。現

地に行かれた方の感想は皆様、「パンデミックは終わった」と感じられたようです。数千名

が集まる室内の式典でも皆さんノーマスクだったようです。来年はメルボルン大会となりま

す。来年は普通に行けるようになると良いですね。 

 

また、本日高田会長がお見えですが 6月 1日に東京バリアフリーマインド RC創立記念式

典・祝賀会が帝国ホテルで行われました。多くの現役ガバナーやパストガバナー始め全国よ

りロータリアンが集まり盛大に執り行われました高田会長おめでとうございました。また、

本日お越しの相原様は 5月 28日に「第 14回輝く瞳に会いに行こう全国大会」を京都で実行

委員長として開催され、北海道から九州までまさに全国からロータリアンが集まりました。

私も実行委員の末席としてお手伝いさせていただき大変光栄な事でした。これらの集まりで

バナーを交換させていただきましたので、ご披露させていただきます。また、相原様、新井

様は本日バナー交換のためにわざわざ遠いところお越しいただきました。本当にありがとう

ございます。ロータリーの友情に感謝申し上げます。 

 

最後に今週火曜日には柏南 RC主催のポリオ根絶支援のためのチャリティーコンサートが行

われました。当クラブからも多くの会員にご参加いただきました。ご協力いただきました

方々本当にありがとうございました。 

 

幹事報告 幹事 住田 みゆき 
1. 6月のロータリーレートは 1ドル＝127円 

 

2. 米山記念奨学会 

『世話クラブ・カウンセラーセミナー懇親会』開催の案内   

  ❐6月 18日（土）18：00～20：00 成田 鳥半・魚（会費 8,000円） 

 

  ❐7月 2日（土）15：00～17：00サンプラザ市原研修室 

   懇親会；庄や五井西口店（会費 5,000円） 

 

3. 鈴木健吾会員・榎本洋史元会員へ『RID2790 2021-22 メジャードナー 午餐会』 

表彰状と粗品を受理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

お客様挨拶 坂本 健様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター挨拶  

大阪梅田 RC 相原 克偉様   東京バリアフリーマインド RC 高田 修様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上尾西 RC 新井 登志彰様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

ニコニコ発表 上田 かおり員 
 

 

本人誕生日   ：嶋田英明会員  

ゲイビ・アデル会員 

 

パートナー誕生日：日暮 肇会員 

 

結婚記念日   ：嶋田英明会員  

齋藤敏文会員 

 

 

ニコニコ（^^♪ ：  

水野晋治会長(相原様、新井様、高田様ようこそ。) 

住田みゆき幹事 (一年間お世話になりました。) 

 

卓話 幹事 住田 みゆき 

 
2021-22 年度柏西ロータリークラブの幹事を務めました

住田です。 

6 月 3 日 4 日で短縮バージョンの親睦旅行も無事に終わ

り、6 月 7 日にはヴィヴァンホームへのバスタオル寄贈

も終え、例会は来週が最終例会です。6月 25日に延期さ

れた第 45 回 RYLA に米山奨学生の柳さんが参加予定です

が、何とか無事に一年が終わりそうです。会員の皆様の

ご協力の賜物だと心より感謝申し上げます。 

 

また、理事の皆様にはコロナ禍で例会が取りやめになっ

ていた期間も理事会にご出席頂きました。重ねてお礼申

し上げます。 

3 月の理事会では、コロナ禍での余剰金でウクライナを

支援することがすぐに決まりました。金額については会

長一任となり、蔓延防止などで例会が出来なかった「食事代」を目安に 170 万円とし、4 月

末には送金が出来ました。 

コロナ禍ではありましたが、何とか運営出来たのは、理事会で前向きな議論が出来、理事の

皆様の支えがあったからだと思います。本当にありがとうございました。 

 

水野年度には、コロナ以上に大変悲しいこと、3 名の大先輩との永遠のお別れがありました。 

10 月には富士川会員、11 月末には榎本会員、3 月には鈴木子郎会員とのお別れです。榎本会

員には、「声が大きすぎるので控えめに！」とアドバイスを受けていましたので、音量には

注意して幹事報告をしています。3人の大先輩のご冥福をお祈りいたします。 

 



 

            

さて、3月 25日に急遽、会員満足度アンケートを取りました。23名の方からご回答頂きまし

た。この場を借りて、アンケート結果をご報告致します。結果は、次年度以降に活かして頂

ければ幸いです。 

 

１． あなたは当クラブに受け入れられていると感じますか？はい 22名、いいえ 1名 

1-2．「いいえ」の場合どうしてですか？クラブが排他的である 1 名、自分が他の会員と

交流する努力をしていない 2名（重複回答） 

 

２． 当クラブの組織としての現状をどう思いますか？ 

現状に満足 8 名、活発に活動している 8 名、自由闊達でオープンな風土がある 8 名、明

るく打ち解けた雰囲気である 8 名、変化に柔軟に対応し、新しい試みに積極的である 6

名、現状に不満な点がある 3 名、活動はあまり活発ではない 3 名、何事も当たり障りの

ない意見が通る 1 名、堅苦しくよそよそしい雰囲気である 2 名、前例主義である 4 名で

した。「前例主義や当たり障りのない意見が通るなどは、なんとなくわかりますが、活

動はあまり活発でないというご意見が 3 名もいらっしゃいました。アンケートの残念な

ところで、もっと活発に活動するのは、具体的にどのようなことか？伺いたかったです」 

３． 当クラブが RIや地区の提唱する下記活動に参加している度合いについて？ 

 

新会員勧誘：適当 16名、不十分 4名、わからない 3名 

オリエンテーションと教育：適当 12名、不十分 8名、わからない 3名 

地元の奉仕プロジェクト：適当 20名、不十分 1名、わからない 2名 

国際奉仕プロジェクト：適当 18名、不十分 3名、わからない 2名 

クラブの広報活動：適当 13名、不十分 8名、わからない 2名 

募金活動：適当 21名、わからない 2名 

ロータリー財団活動：過度 2名、適当 19名、わからない 2名 

米山奨学活動：過度 1名、適当 20名、わからない 2名 

地区主催の会合・プロジェクト：適当 20名、不十分 1名、わからない 2名 

他クラブとの交流：適当 16名、不十分 2名、わからない 1名 

「オリエンテーションと教育と広報活動で不十分と感じている方が多いようです。研修

会はコロナ禍で 2 回目の開催が出来ませんでした。他はおおむね適当とのご意見でした。 

地元の奉仕活動では、新たに鮭たまプロジェクトと言う、地域の小学校の生徒さんが鮭

の卵をふ化させてその稚魚を利根川に放流するという支援も始めました。また、大堀川

の清掃活動を復活させました。どちらも屋外でのプロジェクトで、コロナ禍でも実行出

来たこと、例会以外で会員と一緒に過ごす時間がとても楽しかったです。恒例の子ども

食堂への靴下のクリスマスプレゼント、大久保会員の老人施設へのバスタオル寄贈も行

いました」 

国際奉仕活動では、グローバル補助金事業で、タイの病院へ医療機器を寄贈する取組を

して参りました。贈呈は次年度へ引継ます」 

 

４． 当クラブの活動に対するあなたの参加状況について 

例会：積極的に参加 19名、義務的に参加 3名 

委員会活動：積極的に参加 14名、義務的に参加 8名 

会員増強：積極的に参加 4名、義務的に参加 11名、不参加 7名 

オリエンテーションと教育：積極的に参加 6名、義務的に参加 11名、不参加 5名 



 

            

地域への奉仕プロジェクト：積極的に参加 10名、義務的に参加 8名、不参加 4名 

国際的奉仕プロジェクト：積極的に参加 6名、義務的に参加 8名、不参加 8名 

クラブの広報活動：積極的に参加 6名、義務的に参加 7名、不参加 9名 

募金活動：積極的に参加 10名、義務的に参加 12名 

ロータリー財団活動：積極的に参加 9名、義務的に参加 11名、不参加 2名 

米山奨学活動：積極的に参加 7名、義務的に参加 14名、不参加 1名 

親睦活動：積極的に参加 12名、義務的に参加 9名、不参加 1名 

「不参加が多いのは広報活動と国際奉仕でした。広報活動への参加は意識していない会

員が多いと思います。この現状を受け止めて、次年度以降に活かして頂ければと思いま

す。国際奉仕については、クラブとしてはグローバル補助金事業に取り組んでおり、会

費を使っての事業ですので、皆様参加されているのですが、それが実感して頂けなかっ

たことは、素直に反省しています。また、アンケートを取った 1 週間前の理事会でウク

ライナ支援が決まっていました。一人約 3 万円を会費の中から支援させて頂いていま

す。」 

 

５． クラブの活動およびプロジェクトへの参加に対し満足していますか？非常に満足 1 名、

満足 19名、不満足 2名 

5-2.「不満足」の場合どうしてですか？自分の知識が不十分 2 名、出費が多い 1 名、リ

ーダーや他の会員の支援がない 1名、個人的な時間の不都合 1名 

６． 下記の会員活動に関する当クラブの費用をどう思いますか？ 

 

クラブ会費：過度 2名、妥当 20名 

例会の費用：過度 1名、妥当 21名 

奉仕プロジェクトへの寄付：妥当 20名、不十分 2名 

ロータリー財団への寄付：過度 2名、妥当 19名 

米山奨学会への寄付：過度 3名、妥当 19名 

災害見舞金・募金等：妥当 20名、不十分 2名 

親睦活動：妥当 22 名「おおむね妥当ですが、親睦活

動に対する費用はアンケート項目の中の唯一の全員

一致で妥当となりました」 

７． あなたは、毎週の例会を楽しまれていますか？ 

 

はい 18名、いいえ 2名 

 

８． 当クラブの会合をより良いものにするための 

アイデアをお聞かせ下さい。 

より良い講演者 12 名、プログラムのテーマを充実する 6 名、奉仕の機会を増やす 4 名、

より多くの会員が活動する機会を増やす 7 名、地域社会と交流する機会を増やす 9 名、

親睦活動をより強調する 7 名、職業に関する情報を増やす 4 名、時間の管理をより良く

する 1名、家族が参加する機会を増やす 1名 

「より良い講演者が一番多い結果です。水野年度では、ロータリークラブの事業に関連

した卓話が多く、個人的には大変勉強になりました。ポリオの罹患者のお話しを直接伺

う機会は初めてでした。今もまだ日本にもポリオで闘病生活を送っている方がいます。

島根の益田西 RC の松本先生の卓話は、本当に分かりやすいポリオの卓話を初めて聞くこ



 

            

とが出来ました。希望の風奨学生の上野さんの卓話では 10 歳で震災にあい、震災でお父

様を亡くされて、10 年間は震災の話をすることが出来なかった、思い出すことが辛すぎ

て出来なかった、それくらい辛い体験を語ってくれました。支援を受けた方々、団体へ

の感謝の気持ちから現状を知ってもらおうと卓話に臨んだと思います。3 月 18 日会報

2151 号に掲載されています。柏西の公共イメージ委員会は、その原稿を HP からいつで

も、読めるようにしています。この上野さんの卓話はもう一度読んで頂けたらと思いま

す」 

 

９． あなたの配偶者/パートナー/家族は、あなたがロータリーに参加していることに関し

てどのように思っていますか？ 

誇りに思っている 6 名、ロータリーのことを良く知らない・関心がない 11 名、時間をか

けすぎると思っている 2 名、費用がかかり過ぎると思っている 3 名、その他 2 名（良く

も悪くも思っていない） 

 

最後にロータリー暦を教えて下さい。 

3年以内 1名、4～10年 10名、11～20年 5名、21年以上 5名 

ご協力ありがとうございました。 

以上がアンケート結果です。今日の卓話の原稿も柏西の HPに後日掲載されます。アンケート

結果も、お話ししたとおり掲載されます。今後の活動に活かして頂ければと思います。 

 

水野年度は、永遠のお別れやコロナ禍での例会取りやめなど寂しいことも他の年度よりも沢

山ありました。親睦旅行もゴールデンウイーク明けまで、コロナの感染状況を見てから決め

るという、齋藤親睦委員長をはじめ親睦委員会の皆様にご無理をお願いしました。短縮バー

ジョン親睦旅行は現地集合現地解散ですが、柏西恒例の勝田さんの捜索活動から始まりまし

た。吉田副委員長が必至の捜索で迷子を見つけ出し乾杯が無事に出来ました。翌日の参拝も

2 班に分かれて程よいウォーキングでした。最後は大好物のウナギが美味しく、とても楽し

かったです。 

 

個人的には、卓話の内容が全て良かった充実した一年でした。 

 

事務局の片岡さん、2 年間ありがとうござ

いました。片岡さんがいてくれたので何と

か来週を迎えることが出来ます。いっぱい

愚痴も聞いてもらいました。ありがとうご

ざいました。 

 

水野会長、ミスターロータリーと言われる

水野会長の幹事を務めることは、年度が始

まる前はプレッシャーに押しつぶされそう

でした、年度が始まってからは、問題も一

つ一つ乗り越えてきたように思います。私

は、至らないことばかりでしたが、充実し

た良い一年でした。 

水野会長ありがとうございました。 



 

            

委員会報告 社会奉仕委員会 増谷信一委員長 

新柏ヴィヴァンホームへバスタオル寄付 

出席報告 

会員数５４名  欠席者１５名   出席率７３．２１％ 

 

例会動画リンク 

第２１９５回 通常例会 

  https://youtu.be/-T3pjcRJHJk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

〇

〇 　　　　　❏若山元伸（わかやまもとのぶ）様（57歳）　　　　　　承認

〇

❐坂本　健（さかもとたけし）様（48歳） 承認

〇 事務所；㈱フィニッシャ―リース　代表取締役
　　　 職業分類；建設業

推薦者；塚本英夫会員
〇

③　報告事項
欠 　　　 ❐2021-22年度5月決算報告（資料添付）

承認

　　　 ❐社会奉仕委員会『老人ホーム（ヴィヴァン）慰問』決算報告

〇 承認

〇 ④　その他
❐バナーが無くなるので、バナーとバナーを貼る台を購入する件

承認
〇

　　　

欠

〇

〇 ●次回臨時理事会　2022年　7月1日（金）17：30～

①　根来冨士雄会員より6月30日付け、退会届の提出について　
承認

日 暮 肇

中 嶋 利 生

齋 藤 敏 文

助 川 昌 弘

塚 本 英 夫

②  新入会員候補者について
宇 田 川 博 司

浅 野 肇

　　　　　　　    事業所；㈱アプワンテック　代表取締役

   柏西ロータリークラブ2021-22年度　第13回　理事会 議事録　

　2022年6月 10日(金）例会終了後

ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要

水 野 晋 治

　　　　　　　 　職業分類；システム開発
　　　　　　　    推薦者；塚本英夫会員

住 田 み ゆ き

ゲイビアデル

金 本 元 章

鈴 木 桂 三

寺 田 康 雄


