
 

            

   
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２１６３号 

第２１９６回 

２０２２年６月１７日  金曜日   

１２：３０～１３：３０ 通常例会 

 

会長報告 会長 水野 晋治 

 
 最後の会長報告となりました。 

 

一年間ロータリーの話しだけをしてきましたので、つまらないと思った方も

多かったでしょうが、これも会長の役目とだと思い信念を持って続けてきま

した。 

 

クラブによってはこの時間を「会長の時間」と呼び、好きな話題を話せるク

ラブもあります。我がクラブにおいては会長報告というタイトルが付いてい

る以上、RIや地区の情報を中心に、話しをしてきました。お聞き苦しい点も

多々あったかと思います。お許しいただければと思います。 

 

先週もご報告しました、ロータリー財団への寄付ですが、MyROTARYの最新情報を昨日確認したとこ

ろ、一人当たりの寄付額は 582.36ドル、千葉 RC448.31ドル、習志野中央 RCが 359.48ドルとなり

ました。このまま一位をキープし終われることとなりそうです。 



 

            

後は、4年連続ロータリーカード（オリコ部門）第１地域１位がキープできているかという点が気に

なります。 
 

これも皆様のご協力のお陰です。ありがとうございました。 

 

お客様紹介 

 
ＲＩＤ２７９０ 第１１グループＡ・Ｇ佐々木るみ子様 

 

 

 

 

   ＲＩＤ２７７０ 浦和北 RC 2013～2014 ベストガバナー渡邊和良様 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩＤ２５９０ 第一グループＡ・Ｇ 増田敏雄様 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＲＩＤ２７５０ 東京米山友愛ＲＣ 朴貞子様 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

幹事報告 幹事 住田 みゆき 

 
1. 根来冨士雄会員・松丸昌史会員の 6月 30日付け、退会が理 

事会で承認されました。  

 

2. 最終例会の水野会長へ田辺はまゆう RC会長山本佳弘様より 

花束の送付 

 

3. ロータリー希望の風奨学会より『風の便り』送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ発表 

 

本人誕生日：    大沼 隆会員  

 

パートナー誕生日： 水留 茂之会員 ゲイビ・アデル会員 大沼 隆会員 安田勝利会員 

 

結婚記念日：    大沼 隆会員 

 

ニコニコ（^^♪： 水野会長 （１年間ありがとうございました。） 

 

         増田敏雄様（本日は貴クラブ年度末最終例会に表敬訪問に参りました。水野晋 

治会長とはゾーン研究会で始まり Facebookでも交流させていただ 

いております。毎週空を飛んで全国を駆け巡り、コロナ禍の中で 

も素晴らしいロータリー活動を実施されていることに脱帽してお 

ります。今後もクラブや地区のリーダーとして活躍されることを 

御祈願申し上げ益々のご好誼をお願い致します。) 

 

         渡邊和良様 (水野会長の素晴らしいロータリー会長の熱意が伝わってきまし 

た。なんとしても会長時にメイキャップをしたく本日実現しま 

した。) 

佐々木るみ子様（１年間ありがとうございました。） 



 

            

卓話  

会長 水野 晋治 

 
楽しかった会長職もいよいよ最終例会となってしまいました。 

 

一年間本当に楽しみながら例会の日を迎えてきましたが、本日が最終例

会となりました。 

 

思い起こすと、2019-20年度の地区大会の指導者育成セミナーにて元 RI

理事北 清治様の講演の中で、クラブの会長は自分がやりたい事をする

のではなく、クラブから何が求められているか、その役割を演じるとい

う心構えが必要だとのお話しをされたのが、当時胸に刺さりました。会

長が近付くにつれ、その思いがより強くなり、「こうやりたい」という

より、クラブに何か求められているのか。このことを常に中心にこの一

年間続けて参りました。特に運営面に関してはあまり細かい事には口を

出さず、住田幹事にお任せしてきました。最後まで責任ある仕事をしていただき本当に感謝致しま

す。住田みゆき幹事一年間ありがとうございました。 

 

そのような中で、唯一個性を出したこととしては、地区内外からお客様に来ていただきバナーの交

換を沢山しようという事でした。また、時には私から出向き、バナー交換をさせていただきまし

た。今年度は遠く大勢の方が遠くは九州からお越しいただいたこもありました。また、私からも和

歌山のクラブまで出向いた事もありました。 

 

これは、単にバナーを集めるという事ではなく、ロータリーの醍醐味の一つである、地区を超えた

ロータリーの繋がり、広がりを皆様に少しでも体感していただきたいとの想いでした。勝手に 50枚

を目標にし、コロナ禍にも関わらず、多くの他地区の方々にお越しいただきました。本当にロータ

リーの友情に感謝申し上げます。ただ、途中例会を休会したことや、ゲストをお迎えする事ができ

ない期間があり、その目標には少し届かない結果となりました。 

 

しかし、こうして本日も 2770地区パストガバナー渡邊 和良様、2590地区ガバナー補佐増田敏雄

様、2750地区米山友愛ロータリークラブ朴貞子様年度末のお忙しい中最終例会にお越しいただき本

当に感謝申し上げます。 

 

ありがとうございました。このバナーはクラブの宝です。その宝を 50周年に向けて集めようと始め

た事です。ぜひ今後も続けていっていただきたいと思います。 

 

来年度以降もよろしくお願いし、私の卓話を終わらさせていただきます。 

 

一年間支えていただきました住田幹事はもちろん、理事の皆様、委員長の皆様、そして全ての会員

の皆様、最後に事務局の片岡さん、本当に一年間ありがとうございました。 

 

 

 



 

            

出席報告 

会員数４６名   欠席者１０名   出席率８２．１４％ 

 

 

第 6 回クラブ協議会下期活動報告 

 

クラブ管理運営兼戦略計画委員会 委員長 塚本 英夫 

 
プログラム委員会（浅野委員長）ですが、コロナ禍で限られた回数

の例会しか行えませんでしたが、会長主導の卓話者による卓話は概ね

行うことが出来ました。また、委員会主導の卓話も数少ないながらも

行えたので、会員の皆様にも楽しんで頂くことが出来たのではないか

と思います。 

 

次に、親睦活動委員会（斉藤委員長）ですが、１月７日に新年家族例

会を開催して、津軽三味線で日本一になった美女 3 人をお呼びして盛

大に行うことが出来ました。２月には今期 2 回目のインターゴルフを

ザ龍ヶ崎ゴルフで開催しましたが、オミクロン株がまん延していたた

め参加者は 14 名でした。６月 3 日～4 日で今年度の親睦旅行を 21 名

の参加で行いました。成田市内で打ち上げ会をして、翌日に成田山新

勝寺を参拝して参りました。６月１６日昨日ですが、伝統ある西南親

睦ゴルフ対抗戦を参加者 29名でゴルフ日和の中、千葉 CC川間コースで開催しました。上位 5名のト

ータルスコアの対抗戦でしたが、当然ですが勝者は柏西クラブでありました。 

 

次に、出席委員会（櫛田委員長）ですが、下期もラインや電話で出欠の確認をして、食事のロスを

なくすように努めました。バナー交換は水野会長の積極的な行動で目標に近い数の交換が出来まし

た。ただ、長期欠席者に電話で出席確認を行ったが、成果を生み出せなかった。Make Upツワーにつ

いても迎い入れてくれるクラブも少なく、実施を断念しました。コロナ禍でもありましたが、出席

率の向上はならなかったのが残念です。 

 

最後に、研修委員会（中嶋委員長）ですが、今期 2回目の研修会を 4月に予定していましたが、コロ

ナ休会があったりした為、準備不足で開催できませんでした。 

以上がクラブ管理運営委員会の下期活動報告です。 

 



 

            

奉仕プロジェクト委員会 委員長 ゲイビ・アデル 

 
奉仕プロジェクト委員会、委員長のゲイビ・アデルです。下期の活 

動報告をさせて頂きます。 

職業奉仕委員会は、前田委員長の元、１月の職業奉仕月間にちなんで、

職業奉仕委員会の卓話を行う予定でした。それに向けて２回の委員会

を開催して準備を済ませましたが、例会が休会となってしまいました。

その結果、卓話の機会がなく、下期の活動が終了となってしまいまし

た。残念な結果となってしまいましたが、準備を進める中で、各委員

には自らの職業奉仕を振り返る機会となり、また、他の方の実践例を

聞くことで、ロータリーにおける職業奉仕について学ぶ機会を持つこ

とができました。 

 社会奉仕委員会の下期活動です。増谷委員長の元、まず年賀状の書

損じハガキをワクチンに変える活動は無事に終了致しました。次に、

老人施設への慰問を、６月７日に大久保会員の老人ホームへ、今回は新しいバスタオルを５０枚寄

贈して参りました。今年の社会奉仕委員会は、コロナ禍により予定通りに活動が出来ませんでした

が、「大堀川周辺クリーン作戦」から始まり「こども食堂」への支援、書損じハガキや老人ホーム

への慰問等、活動計画の予定を時期が遅れましたが、すべて行う事が出来ました。会員の皆様の、

ご協力に感謝を申し上げます。 

続いて青少年奉仕委員会です。安田委員長の元、本年 2月に開催予定が延期となっていた青少年リ

ーダーシップセミナー、第４５回 RYLA が６月２５日に開催されます。柏西クラブからは米山留学生、

柳雯昕(りゅうぶんきん)さんが参加となります。柏西クラブ独自の青少年奉仕活動や、ローターア

クト・インターアクトについての研究・検討については実績を残せずにおります。次年度への引継

ぎお願い事項とさせて頂きます。 

 最後に国際奉仕委員会です。金本委員長の元、これまでの国際奉仕活動の在り方を委員会として

検討しながら、新たな活動を一年間積極的に取り組んで来ました。３つの報告があります。 

その１、台中港東南クラブの 2022-23年度会長に林欣瑩（りんしんいん）(Believe)氏が就任するこ

とが決まったそうです。また、前会長の高田住男年度に台中港東南クラブの 40周年記念祝賀に公

式訪問をしましたが、順番からすると来年度の塚本年度に台中港東南クラブ創立 45周年に公式参

加要請の依頼があるかと思います。 

その２、タイのアンプールムアンにあるフォートピチャイダバク病院への医療機器の提供を支援す

るための資金のグローバル補助金申請書は、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、無事にロータリー財団によって承認されました。寄贈する機器を発注し、

日程が調整出来れば現地出向き贈呈式も考えておりましたが､ コロナ過で中でのタイ国訪問は、

様子見になっております。 

その３、ウクライナからの避難者支援、柏市のウクライナ支援の担当窓口に、柏西ロータリーとし

て、支援要請があれば必要な支援は協力を申し出ております。 

 以上、奉仕プロジェクト委員会の発表を終わります。 

 

 

 

 

 



 

            

会員増強委員会 委員長 助川昌弘（代理発表大沼会員） 

 
会員増強委員会の大沼です。 

本日、助川委員長は、所用により欠席していますので代読し下期の

活動報告をします。 

下期の会員拡大の成果としましては、1 月には、故鈴木子郎会員と

の交代の形で、消防機材ｾﾝﾀｰ 鈴木孝道さまの入会。また、4 月に人

事異動に伴う入会として、㈱高島屋 浅野秀樹様 SMBC 日興証券 

小林さおり様 の入会がありました。 

 

今期、永くクラブに貢献され、ご逝去されたメンバーもおりまし

た。また、この 6 月で退会される方々も含めますと、当初 57 名のス

タートで始まりましたが、来年度スタートは 54名になる予定です。 

3 月、花島 委員長がスポンサーとなり 2 名の入会を予定していまし

たが、コロナの影響があり延期しておりますので、来期に引き継ぎたいと思います。また、故 富

士川様のご子息の入会も話を勧めており、ご本人より前向きな返事を貰っておりますので、来期入

会に向けて進めていきます。 

 

下期におきましても、変異株ウィルスに翻弄され、クラブ活動も制限せざるを得ない状況下であ

りました。その中で、予定していました入会が延期となっている例もありますので、今後の新入会

員の勧誘と拡大につなげ、柏西ロータリークラブの会員増強来期に引き継いでいきます。また、ク

ラブの活性化＝魅力ある楽しい柏西ロータリークラブ活動でも、その活動が十分に出来ない状況で

ございました。この反省を踏まえ、来期に協力して行きます。 

一年間、どうもありがとうございました。 

 

 

公共イメージ委員会 委員長 竹澤 雅彦 

 
1月の第 5回クラブ協議会でご説明させて頂いた下期活動計画で

は、遅れ気味の会報発行についてリカバリーを実施する旨を申上

げましたが、結果に表れていなく申し訳ありません。残すところ

半月弱の今年度で年度内の会報発行を終わらせて頂きますので、

今しばらくお待ち下さいませ。また、前回のクラブ協議会では感

染拡大による休会になりませんようお話していましたが、結果は

ご承知の通り残念ながら翌週から 2か月に渡って休会となってし

まいました。そのような中でもさけたまプロジェクトの稚魚放流

が実施出来た事がせめてもの救いだったと思います。 

 

前年度から取組んできた Zoomによる例会中継も、概ね安定的に実

施出来るようになりました。Youtubeへのアップロードは編集作業

を要するため、直後にご覧頂く事は困難ですが、来期も当委員会

で引続きやらせて頂く事から、蓄積されたデータが未来の会員の

少しでもお役に立てるように引続き取組んで参ります。 



 

            

また、対外向けに開設した LINE公式アカウントも、今期は来訪頂く他クラブの方々が多かった事も

あり、下期も微増致しました。こちらも「手軽に柏西ロータリークラブを知って頂くツール」とし

て、引続き推進していきたいと考えています。 

 

1年間、会員の皆さまにはご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございました。 

 

ロータリー財団委員会 委員長 鈴木 桂三 

 
こんにちは、ロータリー財団委員会の鈴木です。今年度の会長、

幹事さんは揃ってロータリーのよき理解者であり、また寺田基金

委員長、日暮ポリオ委員長他財団委員会の委員の皆様のご協力頂

き、更に会員一人ひとりから温かいご支援を受けまして、ロータ

リー財団年次寄付一人当たりの寄付額は 2790 地区でダントツ第 1

位を獲得できそうです。最終結果は 7 月末に判明いたしますが結

果は変わらないと思います。 

 

ちなみに当クラブの最終結果は年次寄付合計 33,945 ドル、会員一

人当たりの年次基金寄付額 596 ドル、ポリオプラスには 2,733 ド

ルで地区で第 6 位くらいに入りそうです。例会場でのポリオへの

募金額は 140,854円でした。 

本当に皆さんご協力ありがとうございました。 

 

 

米山記念奨学会委員会 委員長 松本 ユミ 
 

1 柳要晰さんは、第 45回 RYLA21世紀リーダーシップセミナー 

に、2月 5日参加予定でしたがコロナ禍のため 6月 25日に変更に

なりましたので、活動予定となりました。 

2 「奨学生レポート」について奨学生は 2月末までに Web登録を

し、3月末までにカウンセラーの所見（卓話を聞いての感想、気

づいたこと思い出やエピソードなどを詳しく書いた報告書）を地

区の方へ提出することになっています。予定通り提出いたしまし

た。 

3 1年間の終わりに千葉大学の担当教授を訪問し柳要所さんの様

子などをお聞きしようと思っていましたが、4月 9日に「2022 学

年度ロータリー米山奨学金カウンセラー・米山奨学生・指導教員

オリエンテーション」が三井ガーデンホテル千葉でありましたの

でその時に川島博人教授といろいろお話をすることができました

ので、訪問することなく柳要晰さんは熱心に研究生活をしている

様子が解りました。 

 

一ここまでが活動計画に対する報告一 

 



 

            

その他の報告 

 

4 まん延防止全面解除後の 3月 27日、私の自宅で食事会を催しました。柳要晰さん、その友人のイ

ーコンさん（習志野中央 Cの奨学生）、当クラブの元米山奨学生の丁亮さん、他にロータリアン 2,3

人が集い賑やかに懇親・交流の機会を持ちました。水野会長にも出席していただきました。 

5 1度行ってみたいと思っていた米山梅吉記念館において、4月 23日毎年恒例の春季例祭（春と

秋）があるということなので個人的に行って参りました。近くにある墓前にもお参りもすることが

できました。 

 

6 最後になりましたが、米山記念奨学会特別寄付については、予算額 600,000円のところ 649,200

円を集めさせていただきました、会員皆様にご協力いただきましたこと、改めて御礼申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

例会動画リンク 

 

第２１９６回 通常例会 

https://youtu.be/2PuGaDnYAKQ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://youtu.be/2PuGaDnYAKQ

